
０１０７２ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

３６ カリオンツリー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５２８＋１６１：５２．４ ５．１�

１１ ストームタイガー 牡６青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ３０．９�
２３ ゴールドスミス 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９２－ ６１：５２．６１ ８．１�
４８ タガノエクリプス 牡５青 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１６＋１２１：５２．８１� ７．７�
１２ � デマントイドリバー 牡４鹿 ５６ 武 豊�嶋 哲氏 角居 勝彦 米 Damara

Farm ４７４＋ ８１：５３．２２	 ２．３�
６１２
 アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４７６＋ ４１：５３．４１	 １７．２	
７１３ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 秋山真一郎 �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 ４７８－ ２ 〃 クビ １２．９

５９ トウカイポリシー 牡５黒鹿５７ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ２８．９�
３５ ニホンピロレガーロ 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５００－１０１：５３．５クビ ２７．４�
５１０ インプレスゴールド 牝４栗 ５４

５１ ▲田中 克典下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４０± ０１：５３．８２ ６６．６
６１１ セイウンハレルヤ 牝４鹿 ５４ 小林慎一郎西山 茂行氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４３６＋ ８１：５４．３３ １０２．３�
８１５ マルイチライデン 牡８鹿 ５７ 藤岡 佑介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 三石 川端牧場 B４９４－ ６１：５４．５１� ２６８．９�
８１６
 マーキュリー 牡４鹿 ５６ 角田 晃一山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４８０＋１０１：５４．８１� ６８．０�
４７ サクセスサーマル 牡４黒鹿５６ 柴原 央明�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４５８＋ ８１：５５．１１� １５．６�
２４ ゴールドイモン 牡６黒鹿５７ 北沢 伸也井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B５２８＋３８１：５５．４２ ９５．６�
７１４ ハードオブプレイ 牡７鹿 ５７

５６ ☆北村 友一津田 一男氏 西橋 豊治 静内 藤川フアーム B５２０＋ ２１：５５．５	 １０７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，５９７，０００円 複勝： ７４，４４０，５００円 枠連： ７５，７２０，３００円

普通馬連： ２９７，２９６，８００円 馬単： １９６，２４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，８８３，４００円

３連複： ２９５，１１８，８００円 ３連単： ７１９，００２，３００円 計： １，７９７，３００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２３０円 � ６８０円 � ２５０円 枠 連（１－３） ４６０円

普通馬連 �� ９，９００円 馬 単 �� １６，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２７０円 �� １，０２０円 �� ３，６００円

３ 連 複 ��� ２４，３１０円 ３ 連 単 ��� １４１，１３０円

票 数

単勝票数 計 ６０５９７０ 的中 � ９３９１８（２番人気）
複勝票数 計 ７４４４０５ 的中 � ９４７０９（２番人気）� ２４１２７（１０番人気）� ８５８２６（３番人気）
枠連票数 計 ７５７２０３ 的中 （１－３） １２２０１２（１番人気）
普通馬連票数 計２９７２９６８ 的中 �� ２２１７０（３０番人気）
馬単票数 計１９６２４１２ 的中 �� ８８１４（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８８８３４ 的中 �� ５８４７（３２番人気）�� １９８５９（８番人気）�� ５２９４（３６番人気）
３連複票数 計２９５１１８８ 的中 ��� ８９６２（６７番人気）
３連単票数 計７１９００２３ 的中 ��� ３７６０（３７７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１３．０―１２．８―１２．６―１２．５―１２．３―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．２―５０．０―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．４―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

カリオンツリー �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．３．２５ 阪神３着

２００３．５．１８生 牡５鹿 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー ９戦４勝 賞金 ４７，６９２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 ヴァンデグローブ号・キクノエンブレム号・ショウナンラノビア号・スターフォワード号・トラストブラック号・

パーフェクトラン号・ファンドリゲット号・プログレスエバー号・マンノレーシング号・メイショウチョイス号


