
２９０６０１０月２５日 曇 稍重 （２０京都４）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４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

４７ ロールオブザダイス 牡３栗 ５５ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：５１．５ ４．２�

１２ ネ イ キ ッ ド 牡４栗 ５７
５６ ☆浜中 俊前田 晋二氏 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６－ ２ 〃 ハナ ２．３�

７１３ フィールドジュエル 牡６鹿 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９０＋ ８１：５２．７７ ２６．８�
２４ ケージームサシ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４８８＋１０１：５２．８� ６．０�
２３ ヨ ク バ リ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６２－ ２１：５２．９� ７．０�
６１２ マルタカドリーム 牡６黒鹿５７ 小坂 忠士高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４７４－ ８１：５３．０� ２１６．８�
５１０ メイショウチョイス 牡５鹿 ５７ 小牧 太松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５５０± ０１：５３．６３� ３８．８	
６１１	 ニッシンテースト 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦星野 清
氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５６０＋ ２ 〃 アタマ １６．３

８１６ グッドフロマージュ 牡５鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５２０＋ ４１：５３．８１� １０７．６�
５９ テイエムジカッド 牡４栗 ５７

５４ ▲大下 智竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４７６＋２５１：５４．０１� １８７．０�
１１ マルブツブラボー 牡７青鹿５７ 秋山真一郎大澤 毅氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４３６＋ ４ 〃 アタマ ３０．０
８１５ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 和田 竜二 �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 ４６０－２０ 〃 アタマ ３２．６�
３６ アサクサムスタング 牡７栗 ５７

５４ ▲大江原 圭田原 慶子氏 作田 誠二 白老 白老ファーム ４６４± ０１：５４．２１ １０６．４�
３５ 	 グローリーソング 牡４栗 ５７ 小原 義之井門 敏雄氏 小原伊佐美 門別 坂 牧場 ４６８± ０１：５４．７３ ３２２．１�
７１４ エンシャントアーツ 牝３栗 ５３ 角田 晃一岡田 牧雄氏 飯田 雄三 静内 大典牧場 ４５０－１８１：５５．２３ ３２．８�
４８ ウォータークルーズ 牡５栗 ５７ 北村 浩平山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４６０－１４ （競走中止） ４４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，２３２，４００円 複勝： ４５，２４１，５００円 枠連： ４１，０２４，７００円

普通馬連： １４３，３８２，０００円 馬単： １００，８７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，５３１，３００円

３連複： １６１，９８０，８００円 ３連単： ３７５，０７１，１００円 計： ９４５，３３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ３７０円 枠 連（１－４） ４６０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，１４０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，７４０円 ３ 連 単 ��� １５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３５２３２４ 的中 � ６７３６１（２番人気）
複勝票数 計 ４５２４１５ 的中 � ７８３７４（２番人気）� １１４９４０（１番人気）� ２２４１７（６番人気）
枠連票数 計 ４１０２４７ 的中 （１－４） ６６８６８（２番人気）
普通馬連票数 計１４３３８２０ 的中 �� ２２１３００（１番人気）
馬単票数 計１００８７１４ 的中 �� ５８８１５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２５３１３ 的中 �� ５７１０６（１番人気）�� ８０６６（１１番人気）�� １１５６４（８番人気）
３連複票数 計１６１９８０８ 的中 ��� ３２０３９（８番人気）
３連単票数 計３７５０７１１ 的中 ��� １８２５０（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．７―１２．９―１２．６―１２．５―１２．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３７．５―５０．４―１：０３．０―１：１５．５―１：２７．９―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０
１
３
１４，２，５（３，７）（４，１１）１（６，１５）８（９，１２）１６，１３－１０・（１４，２，５）７（３，４）（１１，１５）（１，６）（８，１６）９（１２，１３）－１０

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

勝馬の
紹 介

ロールオブザダイス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神１着

２００５．４．３０生 牡３栗 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ １１戦３勝 賞金 ３５，０２８，０００円
〔競走中止〕 ウォータークルーズ号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 アドマイヤレグルス号・キクノプログレッソ号・クラリオンコール号・クリーン号・ゲンパチタキオン号・

サーユウジーン号・ダンシングタイガー号・トミーブランド号・ハギノプレシャス号・パーフェクトラン号・
ビードラスティック号・ブライアンズエッセ号・ブルルイ号・マルタカタキオン号・ヤマニンコーリング号


