
０４０５９ ２月１６日 曇 稍重 （２０京都２）第５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

８１６ エイシンイダテン 牡５黒鹿５７ 川田 将雅平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６０－ ６１：５２．６ ２．９�

２４ ゴールドイモン 牡６黒鹿５７ 和田 竜二井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B５１８－ ６ 〃 アタマ ７９．８�
６１２ キタノアラワシ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ４９６＋ ６１：５２．７� ５．６�
１１ ゴールドスミス 牡４鹿 ５６ 武 豊 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９０± ０１：５２．９� ３．３�
７１４ サンシーズン 牡６鹿 ５７ 松田 大作竹内十志夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ５１４＋１０１：５３．４３ ３９．５�
４８ クリアヴィジョン 牡７栗 ５７ 角田 晃一吉田 勝己氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５３．５� ３６．３�
７１３ 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 B４９０－ ２ 〃 アタマ ６１．９	
４７ ホーマンラフィット 牡６栗 ５７ 柴山 雄一久保 久人氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４７０－ ４ 〃 アタマ １２０．１

１２ トーセントップラン 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４７４＋ ２１：５３．７１ ２３．４�
６１１ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 福永 祐一 �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 ４８６＋ ８１：５３．８� １４．４
２３ 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 ５０４＋ ４１：５４．１１� １７．９�
５１０ テイエムヘネシー 牡７栗 ５７ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ １７９．４�
３６ ゲットアウト 牡５鹿 ５７

５４ ▲浜中 俊 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４６－ ２１：５４．３１	 ５１．７�

３５ ヒラボクオウショー 牡４鹿 ５６ 安部 幸夫�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５２４＋２０１：５４．４� ９．９�
（愛知）

８１５ トラストブラック 牡６栗 ５７ 石橋 守菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５４－ ４１：５４．６１ ２８．０�

５９ 
 フォグキャスケード 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム B５００± ０１：５５．０２� ９６．４�
（７９７４）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，７７３，０００円 複勝： ６３，８０５，３００円 枠連： ５３，８９７，３００円

普通馬連： ２２４，１８６，８００円 馬単： １４５，３３８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，５７６，０００円

３連複： ２４０，０３８，６００円 ３連単： ５５１，２１５，１００円 計： １，３８０，８３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １，２００円 � １９０円 枠 連（２－８） ２，１４０円

普通馬連 �� １４，９６０円 馬 単 �� ２３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９２０円 �� ４００円 �� ７，３００円

３ 連 複 ��� ２９，８１０円 ３ 連 単 ��� １８７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４１７７３０ 的中 � １１３９１８（１番人気）
複勝票数 計 ６３８０５３ 的中 � １５８２７７（１番人気）� ９２７４（１３番人気）� ９１５６０（３番人気）
枠連票数 計 ５３８９７３ 的中 （２－８） １８６３３（８番人気）
普通馬連票数 計２２４１８６８ 的中 �� １１０６０（３８番人気）
馬単票数 計１４５３３８４ 的中 �� ４６５３（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０５７６０ 的中 �� ３５７４（３８番人気）�� ４２６７１（２番人気）�� １８９９（６１番人気）
３連複票数 計２４００３８６ 的中 ��� ５９４３（８２番人気）
３連単票数 計５５１２１５１ 的中 ��� ２１６８（４７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１３．５―１２．９―１２．８―１１．８―１１．８―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．８―５０．７―１：０３．５―１：１５．３―１：２７．１―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．３
１
３
４－１４（１，３，１５）１６，５，２，６，１１，７（１０，１２）８（９，１３）・（４，１２）（１６，１３）（１４，１５）１１，１（６，１０）（２，３）（５，８）７，９

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

勝馬の
紹 介

エイシンイダテン �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．９．１０ 阪神１１着

２００３．６．１２生 牡５黒鹿 母 エイシンルーデンス 母母 エイシングレシャス ２５戦３勝 賞金 ６０，２０５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 サンライズヴァトー号・フライデイフライト号・マイプリティワン号・メンデル号・ユウキタイティ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


