
３２０６２１１月２２日 晴 良 （２１京都５）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

４８ ブルーライトニング 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：５４．３ ４．４�

３５ シルクターンベリー 牡２鹿 ５５
５３ △松山 弘平有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４８０± ０１：５４．４� ２．８�

２４ マージービート 牡２栗 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
１２ グッドカレラ 牡２青 ５５ 福永 祐一杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５２０－ ６１：５４．７１� １３０．１�
１１ ツルマルヤマト 牡２栗 ５５ A．スボリッチ 鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７６＋ ２１：５５．１２� ８６．６�

（独）

８１５ ジ ン ダ リ ー 牡２芦 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 B４６６＋１２ 〃 アタマ ８．９�
３６ メイショウシャイン 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４６０± ０１：５５．５２� ４３．５	
２３ マイネヴィント 牝２栗 ５４ 吉田 豊 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ６ 〃 クビ １１１．１�
８１６ サイドエッジ 牡２芦 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４３６－２６１：５５．６クビ ７３．９�
７１４ マイネスペラーレ 牝２栗 ５４ 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４５８± ０１：５７．０９ ４３．２
４７ ビートブラック 牡２青 ５５ 浜中 俊 �ノースヒルズマネ

ジメント 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４－ ４１：５７．７４ ２４．２�
５９ マルタカユビキタス 牡２鹿 ５５ 川田 将雅�橋まゆみ氏 山内 研二 新ひだか 池田牧場 ５４０± ０１：５８．１２� ５６．６�
６１１ メイショウオスパー 牡２鹿 ５５ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４４８＋ ２１：５９．２７ ４０３．８�
６１２ テーオーガンダム 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 小笹 公也氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５０２＋ ４１：５９．８３� ２４．７�

（仏）

５１０ コングラチュレート 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎谷田 元彦氏 須貝 尚介 新ひだか 福岡 清 ４４６± ０１：５９．９クビ ２９．１�
７１３ テイエムバイタル 牡２青鹿５５ 村島 俊策竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 ４９８＋ ４２：００．４３ ２５．１�

（荒尾）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２４５，４００円 複勝： ２３，５９６，６００円 枠連： １１，６０５，４００円

普通馬連： ４０，５３８，４００円 馬単： ３０，７０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００３，２００円

３連複： ６１，３５９，０００円 ３連単： ９３，６２８，４００円 計： ２９３，６８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－４） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２２０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� ２，９４０円

票 数

単勝票数 計 １４２４５４ 的中 � ２５６７６（３番人気）
複勝票数 計 ２３５９６６ 的中 � ４０２６４（３番人気）� ６６３６５（１番人気）� ５２８９４（２番人気）
枠連票数 計 １１６０５４ 的中 （３－４） １７３４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０５３８４ 的中 �� ５３６９６（２番人気）
馬単票数 計 ３０７０８１ 的中 �� １８２１８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００３２ 的中 �� １８９７０（３番人気）�� ２０６５２（２番人気）�� ２３１７９（１番人気）
３連複票数 計 ６１３５９０ 的中 ��� １１１６８７（１番人気）
３連単票数 計 ９３６２８４ 的中 ��� ２３５５７（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．４―１２．８―１２．８―１３．３―１３．１―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３５．７―４８．５―１：０１．３―１：１４．６―１：２７．７―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．７
１
３

・（５，１２）－（１，７）（８，９）（３，１０，１３）（６，１４）（２，１１）１５－１６－４
５，１，１２（８，７）３－（２，９，１４）６（１５，４）１３，１６（１０，１１）

２
４
１２，５－（１，７）－（８，９）１３（３，１０）（６，１４）２－（１５，１１）－１６，４
５－（８，１）３（２，４）－（１５，１２）６（７，１４）（９，１６）＝１３，１１，１０

勝馬の
紹 介

ブルーライトニング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gulch デビュー ２００９．１０．１１ 京都４着

２００７．５．１０生 牡２栗 母 ムーディーサンダー 母母 Line of Thunder ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔発走状況〕 テイエムバイタル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 テイエムバイタル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーガンダム号・コングラチュレート号・テイエムバイタル号は，平成２１年１２月２２日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アクティビューティ号・キョウワバーニング号・セイピーシーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。


