
０１０２０ １月６日 晴 良 （２０京都１）第２日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

５９ タマモグレアー 牡４鹿 ５６ 福永 祐一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５３４＋１４１：５３．０ ８．７�

４８ � プレシャスピクセル 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo
nt Farm ４７８＋ ２１：５３．２１ １５．６�

３５ フィールドジュエル 牡６鹿 ５７
５６ ☆中村 将之地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９４＋ ６ 〃 クビ ２４．１�

８１５ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ２１：５３．３クビ ４．１�

６１２ フォーリクラッセ 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４１：５３．４� ３．２�
１１ インプレスゴールド 牝４栗 ５４

５１ ▲田村 太雅下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ １２．９	
１２ ホーマンラフィット 牡６栗 ５７ 金折 知則久保 久人氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４７６＋ ６１：５３．５クビ １４８．０

４７ ニホンピロファイブ 牡５栗 ５７ 芹沢 純一小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ２０．３�
７１４ メイショウセレット 牡６栗 ５７ 上村 洋行松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８０－ ２ 〃 ハナ １２４．３�
３６ 	 アグネスクラウン 牡８芦 ５７ 柴原 央明渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：５３．８１� １０１．９
２３ ストロングドン 牡８鹿 ５７ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５３４＋ ４ 〃 クビ １１３．６�
８１６ エイティフロー 牡７鹿 ５７ 川島 信二前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５１２± ０１：５４．０１
 １６．６�
２４ ナムラスピード 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ ５．７�
６１１ マジックアワー 牡５青鹿５７ 武 幸四郎前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ４１：５４．３２ ２１．２�
７１３ ファンドリゲット 牡４鹿 ５６ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ４６８－１６１：５４．６１� ３１．７�
５１０	 カ レ ン パ パ �７鹿 ５７ 石橋 守鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５４．９１� １００．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７７０，２００円 複勝： ３７，２６９，６００円 枠連： ４３，７１５，３００円

普通馬連： １５１，５０２，０００円 馬単： １２５，３８３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，２７３，９００円

３連複： ２１７，８７９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６４２，７９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３６０円 � ３７０円 � ６２０円 枠 連（４－５） ３，８９０円

普通馬連 �� ６，７３０円 馬 単 �� １２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� ２，５８０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� ２８，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６７７０２ 的中 � ２４３９３（４番人気）
複勝票数 計 ３７２６９６ 的中 � ２８９２７（４番人気）� ２７４７４（５番人気）� １４８０２（９番人気）
枠連票数 計 ４３７１５３ 的中 （４－５） ８３０５（１７番人気）
普通馬連票数 計１５１５０２０ 的中 �� １６６３６（２７番人気）
馬単票数 計１２５３８３７ 的中 �� ７５９５（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０２７３９ 的中 �� ５５５８（２３番人気）�� ３８２５（３１番人気）�� ３８８７（３０番人気）
３連複票数 計２１７８７９１ 的中 ��� ５５６５（９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１３．２―１３．０―１３．２―１２．８―１２．３―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３６．８―４９．８―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．１―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３
４，１３，９（７，１０）（８，１６）－（１，１５）６（１２，１４）－２（３，５）１１・（４，１３，９）（７，８，１０）（１５，１６）（１，６，１４）（２，１２，５）３，１１

２
４

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

タマモグレアー �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００６．１０．１５ 東京４着

２００４．３．１４生 牡４鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー ９戦３勝 賞金 ２６，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）４０頭 アドマイヤミラクル号・アドマイヤレグルス号・イグザクトリー号・エイシンイダテン号・カリオンツリー号・

キングアーサー号・クリアヴィジョン号・ケイアイシャープ号・ゲットアウト号・コウジンアルス号・
コスモアブソルート号・コパノタイマネ号・ゴールドスミス号・ショウナンラノビア号・セイウンハレルヤ号・
ゼンノマルビナス号・タガノエクリプス号・チェリーロビン号・ツルマルビビッド号・テイエムバクシン号・
テイエムヘネシー号・デマントイドリバー号・トシセント号・トップオブザロック号・ドナプレミア号・
トーセンアーチャー号・ナムラクニヒメ号・パレスショットガン号・ハードオブプレイ号・パーフェクトラン号・
ファンドリウェーブ号・プログレスエバー号・マーキュリー号・メイショウコレット号・メイショウダンディ号・
メイショウチョイス号・ヤマニンプレアデス号・ランヘランバ号・リュウゴールド号・ローレルアクシス号


