
１５０８４ ６月１２日 晴 良 （２２京都４）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時４０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１５ スズカフレーム 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９０＋ ８１：５２．５ １１．３�

７１３ メガロスバンダム 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５１４＋１２１：５２．８１� １１．０�
４８ アイアムピカイチ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 クビ ２．９�
２３ スカーレットライン 牡５栗 ５７ 安藤 勝己 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：５２．９クビ １０．１�
１１ プロヴィデンス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９８＋ ２１：５３．０� １０．４�
１２ アグネスラナップ 牡５青 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５０８＋ ２ 〃 アタマ ６．７�
３５ リバプールサウンド 牡７鹿 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５２８＋ ２１：５３．１クビ ４．６	
７１４	 ミッキーウィスパー 牡５芦 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５４６± ０ 〃 クビ １６．６

６１２	 レ ア メ タ ル 牡４栗 ５７ 小牧 太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム ４７８＋ ２１：５３．８４ ５１．６�
８１６ プレストンペスカ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４５４－ ８１：５３．９� １４９．７
３６ 	 シ ョ ウ ケ イ 牡７鹿 ５７ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ １７９．１�
５１０ アグネスミヌエット 牝５鹿 ５５ 福永 祐一渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３２＋１０１：５４．１１
 ３１．２�
６１１ マイネルトラヴェル 牡７青鹿５７ 丹内 祐次 �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＋１０１：５４．４１� ３３０．５�
４７ 	 ニッシンテースト 牡８鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜星野 清�氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５３４－２０１：５４．９３ ２９８．３�
５９ ミ コ ノ ス 牝５芦 ５５

５２ ▲川須 栄彦武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４８－ ４１：５５．１１
 ６４．６�
２４ スプリングヘッド 牡６鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平加藤 春夫氏 相沢 郁 静内 三宅牧場 ４９２＋ ４１：５５．３１
 ５１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，２７１，８００円 複勝： ６８，８２８，１００円 枠連： ４３，３６６，８００円

普通馬連： １４８，４４５，３００円 馬単： ８６，１５１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，８００，６００円

３連複： １９６，１７４，２００円 ３連単： ３８３，７５７，９００円 計： １，０２５，７９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３００円 � ３００円 � １６０円 枠 連（７－８） ２，６１０円

普通馬連 �� ４，６８０円 馬 単 �� １０，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ８５０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ６，３５０円 ３ 連 単 ��� ５４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４２２７１８ 的中 � ２９５４５（７番人気）
複勝票数 計 ６８８２８１ 的中 � ５３９７１（５番人気）� ５４３９２（４番人気）� １４１７２１（１番人気）
枠連票数 計 ４３３６６８ 的中 （７－８） １２２８７（１３番人気）
普通馬連票数 計１４８４４５３ 的中 �� ２３４５６（１８番人気）
馬単票数 計 ８６１５１７ 的中 �� ５９８２（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６８００６ 的中 �� ８０７０（２０番人気）�� １６７３６（１０番人気）�� １７５９０（５番人気）
３連複票数 計１９６１７４２ 的中 ��� ２２８１５（１５番人気）
３連単票数 計３８３７５７９ 的中 ��� ５２０８（１７５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１３．３―１３．３―１３．３―１２．７―１２．１―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．９―５０．２―１：０３．５―１：１６．２―１：２８．３―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３
１
３
１４，１６（３，４）１３（２，９）－（７，１０）（５，８）１１－６（１，１５）１２・（１４，１３）（３，１６，６）（２，９）（４，１０）（５，８）（１，１５）７，１１－１２

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

勝馬の
紹 介

スズカフレーム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．８．３ 函館１２着

２００６．５．３０生 牡４栗 母 セクレゴールド 母母 Secrettame １２戦３勝 賞金 ２９，３３０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 サンマルチーフ号


