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０１００１ １月５日 晴 良 （２３京都１）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ スズノオオタカ 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ５０６－１４１：１２．７ １０．８�

５９ コ ロ カ ム イ �３栗 ５６ 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４４４－ ４１：１３．０２ ３８．６�

１２ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８０± ０１：１３．２１� １６．４�
５１０ ラディアーレ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６４＋ ４１：１３．４１� ７．１�
７１３ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３８＋ ４１：１４．１４ ５５．０�
８１５� シゲルカイチョウ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John
Piconi ４８８－ ２ 〃 ハナ １３．２�

２３ � アップヒルティガー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 松田 博資 米 R & R King
Stable ４９２－ ８１：１４．３１ １２．２�

２４ ショウナンマイケル 牡３青 ５６ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０＋ ２ 〃 クビ １６．６	

６１１ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５６ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９４－１０１：１４．４クビ １．６

８１６ ホワイトシャーク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮坂東島繁藤氏 高橋 隆 鹿児島 坂東島 繁藤 ４２０＋ ４１：１５．０３� ３４６．８�
６１２ シャインストーン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４４０＋ ８ 〃 クビ １６４．１�
４７ � ロ ザ ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 小牧 太赤沼 秀典氏 森 秀行 米 Adieu

Syndicate ４９４＋ ６１：１５．１� １０９．４
３６ マルブツローマン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４４２＋１６１：１５．２� ３１１．５�
３５ オースミストーン 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜�オースミ 小野 幸治 日高 長谷川牧場 ５０４＋ ６ 〃 ハナ １６７．６�
７１４ フレッチャロッサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 パカパカ
ファーム ４２０± ０１：１５．３クビ ２０５．９�

１１ マーブルジャック 牡３黒鹿５６ 酒井 学下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム ４４８± ０ （競走中止） ７２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３２５，７００円 複勝： ４２，１３１，８００円 枠連： １３，３１３，０００円

普通馬連： ４５，３３２，６００円 馬単： ３９，２１３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５６４，８００円

３連複： ７３，１２２，８００円 ３連単： １１８，６４５，１００円 計： ３７０，６４８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ４００円 � １，１９０円 � ６２０円 枠 連（４－５） ２，８４０円

普通馬連 �� １１，４９０円 馬 単 �� ２７，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６４０円 �� ２，０４０円 �� ４，８００円

３ 連 複 ��� ５１，８４０円 ３ 連 単 ��� ３４３，３８０円

票 数

単勝票数 計 １６３２５７ 的中 � １１９１６（３番人気）
複勝票数 計 ４２１３１８ 的中 � ３０３９２（３番人気）� ８７０４（８番人気）� １８０１０（７番人気）
枠連票数 計 １３３１３０ 的中 （４－５） ３４６５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４５３３２６ 的中 �� ２９１３（２６番人気）
馬単票数 計 ３９２１３０ 的中 �� １０５０（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５６４８ 的中 �� ２１１０（２７番人気）�� ２７５３（２３番人気）�� １１４５（３９番人気）
３連複票数 計 ７３１２２８ 的中 ��� １０４１（１０７番人気）
３連単票数 計１１８６４５１ 的中 ��� ２５５（５７３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．２―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．０―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノオオタカ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神４着

２００８．２．２１生 牡３鹿 母 マダムアフリート 母母 ニユースピリツト ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔競走中止〕 マーブルジャック号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※フレッチャロッサ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０１００２ １月５日 晴 良 （２３京都１）第１日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１１ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９６＋ ４１：５３．７ ４．０�

２２ ウォーターデューク 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４５２－ ２１：５５．３１０ ２９．７�
８１３ カネトシリープイン 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４６０＋ ２１：５５．５１� ２．２�
８１４ シェイクラブハート 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４４６＋ ６１：５５．６� ３４．９�
６９ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７２＋ ４１：５５．７クビ １７．１�
５８ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
３３ ストライクホーク 牡３鹿 ５６ 和田 竜二山上 和良氏 庄野 靖志 日高 出口牧場 ４９０＋１０ 〃 アタマ ９．２	
６１０ ヤマニンアーマー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ４１：５５．９１� １０．９

３４ カシノエイカン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７０＋ ２１：５６．１１� ３０６．２�
５７ シンワカントリー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ ２７４．４�

７１２ メイショウハウンド 牡３芦 ５６ 石橋 守松本 好氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 B４４２＋ ２１：５６．８４ ２２３．８�
４６ タツサイゴン 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦鈴木 昭作氏 小原伊佐美 新ひだか 株式会社平井牧場 ４９０± ０１：５７．６５ ５９．４�
４５ ユウージラソーレ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜中山 速水氏 武 宏平 浦河 高野牧場 ４４８－１２１：５８．１３ １０９．５�
１１ ケイオーホップ 牡３青鹿５６ 浜中 俊ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新ひだか パラダイス・ファーム ４４２－ ２１：５８．７３� ２２２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０７６，５００円 複勝： ２３，２５８，１００円 枠連： １２，１４８，３００円

普通馬連： ４０，９３５，９００円 馬単： ３２，０５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６６０，３００円

３連複： ５８，４５２，３００円 ３連単： ９３，９４３，５００円 計： ２９４，５３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ３６０円 � １２０円 枠 連（２－７） ４，７４０円

普通馬連 �� ４，７３０円 馬 単 �� ６，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ２３０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� ２８，８３０円

票 数

単勝票数 計 １５０７６５ 的中 � ２９８８８（２番人気）
複勝票数 計 ２３２５８１ 的中 � ３５０７５（３番人気）� １０８５５（７番人気）� ７７９６１（１番人気）
枠連票数 計 １２１４８３ 的中 （２－７） １８９２（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４０９３５９ 的中 �� ６３９３（１６番人気）
馬単票数 計 ３２０５９３ 的中 �� ３４７９（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６６０３ 的中 �� ３３３７（１６番人気）�� ２４５７０（１番人気）�� ６０６２（８番人気）
３連複票数 計 ５８４５２３ 的中 ��� １３３６９（１１番人気）
３連単票数 計 ９３９４３５ 的中 ��� ２４０５（８４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１３．２―１３．２―１３．２―１２．６―１２．２―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．９―３７．１―５０．３―１：０３．５―１：１６．１―１：２８．３―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムドンマイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．１１．２１ 京都２着

２００８．３．２６生 牡３黒鹿 母 エンピリカル 母母 Louisville ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 テイエムドンマイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タツサイゴン号の騎手川須栄彦は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（８番への進路影響）
※ヤマニンアーマー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第１回　京都競馬　第１日



０１００３ １月５日 晴 良 （２３京都１）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１４ ホッコーガンバ 牡３鹿 ５６ 武 英智矢部 幸一氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４８６＋ ４１：２４．８ ３１．９�

７１２� ケイアイヘルメス 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda ５１２± ０１：２５．４３� ５．７�

６１０ タイセイファントム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４４２－ ２１：２５．５� ６．１�
７１１ サーランスロット 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 ４６８＋ ６１：２５．６� ９．７�
６９ � キモンレッド 牝３栗 ５４ 上村 洋行小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４３８± ０１：２５．７クビ １３．７�
２２ ショウナンアリビオ 牡３栗 ５６ 池添 謙一国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ２．１�
４５ プライドワン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文三枝 栄二氏 昆 貢 日高 新井 昭二 ４８６＋ ６１：２５．９１� １７．９	
５８ アスカノバッハ 	３黒鹿５６ 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５８± ０１：２６．１１� １７５．１

４６ イチドラゴン 牡３栗 ５６ 畑端 省吾�エーティー 吉田 直弘 日高 豊洋牧場 ４８６＋ ６１：２６．４２ １２．５�
３４ ビットプレスト 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三礒川 正明氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５６＋ ４１：２６．５クビ ２５．０
１１ カレンデイムーン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：２６．６� ３２．１�
３３ シゲルジュウヤク 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４７０＋１０１：２７．９８ ９４．５�
８１３ ニシノフウウンジ 牡３栗 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４７６＋１０ 〃 クビ １１９．１�
５７ � コパノオンタイム 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 中田 英樹 ４７６－ ４１：２８．０クビ ３６３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，９７２，６００円 複勝： ２９，７７８，８００円 枠連： １７，３７５，４００円

普通馬連： ５５，５１９，５００円 馬単： ３５，６４７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６０２，２００円

３連複： ７６，６９７，４００円 ３連単： １１０，５６２，３００円 計： ３６６，１５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１９０円 複 勝 � ５９０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（７－８） ５，１５０円

普通馬連 �� ９，６１０円 馬 単 �� ２５，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２３０円 �� ４，２１０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １７，９６０円 ３ 連 単 ��� １７１，７８０円

票 数

単勝票数 計 １７９７２６ 的中 � ４４４２（９番人気）
複勝票数 計 ２９７７８８ 的中 � １０５９２（９番人気）� ４４１０６（２番人気）� ４３１０３（３番人気）
枠連票数 計 １７３７５４ 的中 （７－８） ２４９４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５５５１９５ 的中 �� ４２６５（３１番人気）
馬単票数 計 ３５６４７４ 的中 �� １０１３（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６０２２ 的中 �� ２４３６（２８番人気）�� １２６７（４０番人気）�� ９３６１（５番人気）
３連複票数 計 ７６６９７４ 的中 ��� ３１５３（５７番人気）
３連単票数 計１１０５６２３ 的中 ��� ４７５（４３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３５．１―４７．４―５９．７―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーガンバ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．８．１４ 新潟４着

２００８．５．７生 牡３鹿 母 ジュウジホウセキ 母母 ジユウジターキン ６戦２勝 賞金 １５，６００，０００円

０１００４ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時３５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１１� サダルメリク 牡４鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４９０＋ ８１：５４．８ ５．４�

４７ � ボリュームゾーン 牡４鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９４＋２２ 〃 クビ １７．６�

３５ � バトルドンジョン 牡４栗 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４６８＋ ６１：５４．９クビ ２．８�
７１４ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 和田 竜二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８８＋２８１：５５．１１� １９．０�
１２ シゲルアサマヤマ 牡５青鹿 ５７

５５ △高倉 稜森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４９４＋１２ 〃 アタマ ３６．６�
２３ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０８± ０１：５５．２� ５．４�
５１０� ワンダーアサールト 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 新ひだか 米田牧場 ５０２＋１４１：５５．３	 １９８．４	
５９ ニシノスローン 牡４鹿 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ５０８± ０ 〃 ハナ ４３．９

２４ ワキノブライアン 牡５栗 ５７ 小牧 太脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ５０２＋１２１：５５．４� ８．０�
３６ � フィールドウイナー 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５４２＋２４１：５５．５クビ ２２．７�
８１５ タニノネグローニ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 B５０２＋１４ 〃 クビ １３．３
６１２� テイケイワイズ 牡４栗 ５６

５３ ▲国分 優作兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４８２＋ ８１：５５．６	 １４４．１�
７１３ マーベラスパレード 牡８栗 ５７ 岩崎 祐己笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４９４＋１０１：５５．７クビ １３７．８�
４８ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５６６＋ ４ 〃 ハナ ７９．７�
８１６� マックスコヒヌール 牡５栗 ５７ 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４６４＋１２１：５６．１２	 １４．６�
１１ マイネルパシュクル 牡４青鹿５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋１４ （競走中止） ４０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４１１，６００円 複勝： ２７，５６３，２００円 枠連： １８，２８０，２００円

普通馬連： ４９，５６７，０００円 馬単： ３３，３１９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４４７，７００円

３連複： ６６，７５９，５００円 ３連単： ９７，９２５，６００円 計： ３３１，２７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � ３５０円 � １７０円 枠 連（４－６） ３，４００円

普通馬連 �� ４，０００円 馬 単 �� ７，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� ４５０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� ３９，０１０円

票 数

単勝票数 計 １６４１１６ 的中 � ２４１５６（２番人気）
複勝票数 計 ２７５６３２ 的中 � ４５６７１（３番人気）� １６３５０（６番人気）� ５０３３８（１番人気）
枠連票数 計 １８２８０２ 的中 （４－６） ３９７２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４９５６７０ 的中 �� ９１５８（１５番人気）
馬単票数 計 ３３３１９８ 的中 �� ３４３１（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４４７７ 的中 �� ３９５４（１５番人気）�� １２８３７（３番人気）�� ４１２１（１２番人気）
３連複票数 計 ６６７５９５ 的中 ��� ９９０２（１１番人気）
３連単票数 計 ９７９２５６ 的中 ��� １８５３（１００番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１３．０―１３．５―１３．８―１３．１―１２．４―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．６―５０．１―１：０３．９―１：１７．０―１：２９．４―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�サダルメリク �
�
父 Trippi �

�
母父 The Cool Virginian デビュー ２０１０．１．１０ 京都１２着

２００７．２．１４生 牡４鹿 母 Cool Decor 母母 Johnandjo １５戦２勝 賞金 ２２，２１０，０００円
〔競走中止〕 マイネルパシュクル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０１００５ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１５ リキサンマックス 牡３青鹿５６ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４４８－ ４１：４９．５ ７８．３�

７１４ ダノンウィスラー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４６８－ ２１：４９．６� ６．４�
１２ アーセナルゴール 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：５０．１�＋２� ７９．９�
２３ コスモセンシティブ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４５２＋１０１：５０．３１� １６０．２�
６１１ デーヴァローカ 牡３栗 ５６ 福永 祐一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５１８＋ ６１：５０．５１� ２７．８�
３６ ル ン デ ィ ー 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 日高 豊洋牧場 ４３２＋ ８１：５０．６クビ ３２０．６	
１１ ロ ッ セ 牡３芦 ５６ 武 豊小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 アタマ ２２．０

７１３� エイシンモンジュー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米 Eaton Sales ５２２－ ４１：５０．８１� １．９�
８１６ アフォリズム 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４４４－ ４１：５１．０１� ５１．２�
２４ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６４＋１０ （降着） ８．４
４８ ピエナセレブ 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４５２－ ８１：５１．３２ ４．２�
５９ ヒラボクビクトリー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ３４．４�
４７ マーブルハート 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４３８－ ２１：５１．６２ ２２２．７�
５１０ ナムラバンケット 牡３青鹿 ５６

５４ △高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 杵臼牧場 ４６８＋ ４１：５２．０２� ２７８．９�
６１２ メトログリペン 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４９４＋ ４１：５２．１� ８５．７�
３５ フェルマグリオ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ６１：５３．２７ １０９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０１０，０００円 複勝： ３５，８２８，９００円 枠連： １７，９１８，８００円

普通馬連： ５２，９７５，４００円 馬単： ４４，７４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４２２，１００円

３連複： ７１，５７７，６００円 ３連単： １３１，８８７，１００円 計： ４００，３６６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，８３０円 複 勝 � １，９８０円 � ２５０円 � １，６７０円 枠 連（７－８） １，３８０円

普通馬連 �� １７，３４０円 馬 単 �� ４９，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７００円 �� ２６，８１０円 �� ４，４１０円

３ 連 複 ��� ２７８，０３０円 ３ 連 単 ��� １，９４６，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２０１００ 的中 � ２２１６（９番人気）
複勝票数 計 ３５８２８９ 的中 � ４２３４（１２番人気）� ４６６０３（３番人気）� ５０６６（１０番人気）
枠連票数 計 １７９１８８ 的中 （７－８） ９６１４（６番人気）
普通馬連票数 計 ５２９７５４ 的中 �� ２２５５（３３番人気）
馬単票数 計 ４４７４７０ 的中 �� ６７１（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４２２１ 的中 �� １２３２（３７番人気）�� ２１３（９１番人気）�� １３１４（３３番人気）
３連複票数 計 ７１５７７６ 的中 ��� １９０（２４５番人気）
３連単票数 計１３１８８７１ 的中 ��� ５０（１３８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．７―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．０―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．４
３ １５（１４，１６）（４，１３）１１（３，８，１２）５（２，６）（７，９）１０，１ ４ ・（１５，１４）１６（４，１３）１１（３，８，１２）６，２，９，１，７（５，１０）

勝馬の
紹 介

リキサンマックス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２０１０．１２．４ 阪神１１着

２００８．４．３生 牡３青鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔降着〕 ショウナンカミング号は，３位〔タイム１分４９秒７，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「アフォリズム」号の走行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 ショウナンカミング号の騎手佐藤哲三は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年１月８日から

平成２３年１月１５日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ジャマイカジョー号・ヤマニンアーマー号

０１００６ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２２ アドマイヤパーシア 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７０ ―２：０５．８ ５．０�

８１５ クレスコグランド 牡３栗 ５６ 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５１６ ―２：０６．１２ １１．１�
６１０ ローマンレジェンド 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９８ ― 〃 ハナ ２．２�
４６ ヴイブラッド 牡３青鹿５６ 川田 将雅北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４８４ ―２：０６．７３� ７．０�
７１２ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０４ ―２：０６．９１� ５３．８�
３４ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 池添 謙一�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 ４７８ ―２：０７．１１� ８５．５	
３５ クリールブリット 牡３栗 ５６ 武 豊横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 石田牧場 ４８２ ―２：０７．２クビ １７．８

６１１ テイエムダンガン 牡３栗 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 石川 栄一 ４８０ ― 〃 ハナ １４６．８�
７１３ スカイスクレイパー 牡３栗 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２ ―２：０７．３� １０．６�
１１ バンブーマンユー 牡３青鹿５６ 赤木高太郎�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４４８ ―２：０７．４� １４５．６
２３ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４４６ ―２：０７．５クビ １０．３�
８１４ サクライーグル 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６８ ― 〃 アタマ ７８．９�
５９ サトノスナイパー 牡３芦 ５６ 四位 洋文里見 治氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ５３８ ―２：０８．５６ ２１．５�
５８ スナークフルハウス 牡３栗 ５６ 太宰 啓介杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新ひだか 見上牧場 ５００ ―２：０８．９２� １５０．２�
４７ タニノカンピョーネ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ５０８ ― 〃 クビ ５５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，０８０，９００円 複勝： ２６，５０１，５００円 枠連： １６，１３８，５００円

普通馬連： ４７，６９７，６００円 馬単： ３２，０３４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３５４，０００円

３連複： ６１，５９１，５００円 ３連単： ９０，７５１，４００円 計： ３１３，１４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（２－８） １，１００円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ４，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ３１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 ��� １５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２００８０９ 的中 � ３２１３１（２番人気）
複勝票数 計 ２６５０１５ 的中 � ４２２２１（２番人気）� １９２００（６番人気）� ６６５７１（１番人気）
枠連票数 計 １６１３８５ 的中 （２－８） １０９０１（５番人気）
普通馬連票数 計 ４７６９７６ 的中 �� １３９７１（９番人気）
馬単票数 計 ３２０３４５ 的中 �� ５４８５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３５４０ 的中 �� ４３７９（１１番人気）�� １６１４１（１番人気）�� ８６６５（５番人気）
３連複票数 計 ６１５９１５ 的中 ��� ２２８９６（２番人気）
３連単票数 計 ９０７５１４ 的中 ��� ４４２７（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．８―１４．０―１３．６―１３．３―１２．７―１１．８―１１．６―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．９―３７．７―５１．７―１：０５．３―１：１８．６―１：３１．３―１：４３．１―１：５４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．５
１
３
１１（６，１０）２（１，１４）（５，１５）４（９，１２）３，１３（８，７）
１１（６，１０）（２，１５，１４）７（５，１２，８）（１，１３）９（４，３）

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤパーシア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００８．３．２３生 牡３栗 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※サトノスナイパー号・ヤマニンリップル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１００７ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第７競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１４ テイクエイム 牡４鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４６８＋１０１：１２．１ ９．８�

１１ ラインオブナイト 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５３４＋４０１：１２．９５ ５．５�
４８ シゲルシゲザネ 牡４鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４９０＋ ６１：１３．０� ２．５�
６１１ ウォーターサムデイ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４８０＋ ４１：１３．２１� １２．４�
４７ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４３４＋ ８ 〃 ハナ ２０．６�
１２ タニノスバル 牝５芦 ５５ 上村 洋行谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４４６＋ ２１：１３．３� ３．７	
３６ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５３６＋２０１：１３．５１� ４４．３

５１０ メジロライダー 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６８＋ ６１：１３．６� １９．８�
５９ エーティーショパン 牡５栗 ５７ 熊沢 重文荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７８± ０１：１３．７クビ ５２．２�
６１２� サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３４－ ２１：１４．０１� ４６．８
２４ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６６± ０１：１４．３１� ２２６．９�

３５ � パープルパッセージ �５鹿 ５７ 酒井 学 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４３４－１３１：１４．７２� ２２７．３�

７１３� スエヒロガリ 牡４青鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介中島 稔氏 吉岡 八郎 新ひだか 藤原牧場 ４７８＋ ８１：１５．４４ ７９．９�

８１６ エムオーゴールド �４鹿 ５６ 太宰 啓介大浅 貢氏 大根田裕之 日高 高橋牧場 B４８０－ ４１：１５．５� ２７４．１�
８１５ ビントサリエ 牝４栗 ５４

５２ △高倉 稜谷和 光彦氏 牧浦 充徳 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４４８－ ４１：１５．７１� ４６．０�

２３ キョウワティアラ 牝４鹿 ５４
５１ ▲国分 優作�協和牧場 荒川 義之 新冠 協和牧場 ４２０＋１０１：１６．３３� １５１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８８７，４００円 複勝： ３０，５１１，８００円 枠連： ２１，２４０，３００円

普通馬連： ６８，５８１，６００円 馬単： ４６，０２６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５３５，９００円

３連複： ８９，４２４，８００円 ３連単： １４５，４４７，５００円 計： ４４７，６５５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２３０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，０５０円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ６，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ４４０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� １８，９００円

票 数

単勝票数 計 １８８８７４ 的中 � １５３０１（４番人気）
複勝票数 計 ３０５１１８ 的中 � ２８８５４（４番人気）� ３７３４２（３番人気）� ８４８０９（１番人気）
枠連票数 計 ２１２４０３ 的中 （１－７） １５０２４（３番人気）
普通馬連票数 計 ６８５８１６ 的中 �� １８０１６（９番人気）
馬単票数 計 ４６０２６１ 的中 �� ５４９６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５３５９ 的中 �� ６４８７（１０番人気）�� １５４９０（３番人気）�� ２３６００（２番人気）
３連複票数 計 ８９４２４８ 的中 ��� ３５１２０（３番人気）
３連単票数 計１４５４４７５ 的中 ��� ５６８０（４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．６―１１．６―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．４―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクエイム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．３．２８ 阪神４着

２００７．４．１４生 牡４鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ ５戦２勝 賞金 １５，９５０，０００円
〔その他〕 ラインオブナイト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワティアラ号は，平成２３年２月５日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ラインオブナイト号は，平成２３年２月５日まで出走できない。

０１００８ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１６ ヒラボクキング 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５３４＋ ２１：５１．５ ３．０�

１２ シ ャ ア 牡５栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６６＋ ６ 〃 クビ ５．７�
６１１ ス エ ズ �６鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１４± ０１：５１．７１� １８．６�
８１５ ツルマルスピリット 牡４青鹿５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４ 〃 ハナ ９．７�
７１４� ナミダガキラリ 牝６栗 ５５ 岩田 康誠小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４６６－ ４１：５１．８� ２３．０�
４８ サンマルボス 牡４鹿 ５６ 和田 竜二相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４８４＋ ６１：５１．９	 ５．０�
５９ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：５２．１１� １３．４	
６１２ キャプテンマジン 牡６黒鹿５７ 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１６＋ ６１：５２．４１� １４．６

４７ メイショウエバモア 牡４芦 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５２８＋ ６１：５２．５	 ４１．７�
７１３ トップコマチ 牝６鹿 ５５

５２ ▲国分 優作�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８＋ ６１：５２．７１� １９８．４
３５ カリズマクレスト 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ５０４＋１０１：５２．９１� ７３．７�
２４ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４８０＋ ８１：５３．１１� ４１．４�
１１ アグネスラナップ 牡６青 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５１０＋１２１：５３．４１� ２７．８�
３６ 
 トウショウデザイア 牡５鹿 ５７

５５ △高倉 稜トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８＋ ４１：５３．５	 １５．９�
５１０ トウカイセレブ 牝５鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４６４＋ ４１：５４．１３	 ３７．４�
２３ ユメノキラメキ 牝４栗 ５４ 酒井 学諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：５５．２７ ６１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３０５，３００円 複勝： ４６，６８６，０００円 枠連： ３３，３７０，４００円

普通馬連： ９５，２７７，７００円 馬単： ５５，３９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５５３，１００円

３連複： １２６，６０６，６００円 ３連単： １９６，２４７，７００円 計： ６１３，４４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ３５０円 枠 連（１－８） ５７０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ９００円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ３，６６０円 ３ 連 単 ��� １２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２３３０５３ 的中 � ６１９１１（１番人気）
複勝票数 計 ４６６８６０ 的中 � １０７４０３（１番人気）� ６３７３６（３番人気）� ２６９２５（６番人気）
枠連票数 計 ３３３７０４ 的中 （１－８） ４３６２５（１番人気）
普通馬連票数 計 ９５２７７７ 的中 �� ８２８２９（１番人気）
馬単票数 計 ５５３９７５ 的中 �� ２３６２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５５３１ 的中 �� ２１３５８（２番人気）�� ９７９２（７番人気）�� ７１５８（１１番人気）
３連複票数 計１２６６０６６ 的中 ��� ２５５６８（５番人気）
３連単票数 計１９６２４７７ 的中 ��� １１７２６（１５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１２．５―１２．６―１３．１―１３．０―１２．８―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１１．９―２２．５―３５．０―４７．６―１：００．７―１：１３．７―１：２６．５―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．１．９ 京都３着

２００７．２．９生 牡４鹿 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera ７戦３勝 賞金 ３０，９５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 ライジングバイオ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金１０，０００円。（１０番・

１番・３番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エプソムスタウト号・タガノアッシュ号



０１００９ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第９競走 ��１，８００�
はつゆめ

初夢ステークス
発走１４時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１１ ピースキーパー 牡６鹿 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２－ ２１：５１．４ ４６．８�

１１ メメビーナス 牝４青鹿５４ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７２－ ２ 〃 ハナ ７．５�
５８ キタノアラワシ 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５０６－ ２ 〃 ハナ ３４．４�
７１３ アドマイヤテンクウ 牡４鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２６± ０１：５１．７１� ２９．４�
４６ � ビ ッ グ バ ン 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５１８＋ ８ 〃 クビ ３４．２�
６１０ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５５０＋ ２ 〃 ハナ １０．３	
８１５ キ テ ィ 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７０＋ ８１：５２．０１� ２８．１

５９ アドバンスウェイ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５００＋ ６１：５２．１� ６．４�
７１２ パーフェクトラン 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５２２± ０１：５２．２クビ ４２２．９�
２２ ディアマジェスティ 牡５黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ３１５．７
４７ ウインブシドウ 牡４黒鹿５６ 藤岡 康太�ウイン 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ １９．１�
３５ ハードシーキング 牡７鹿 ５７ 和田 竜二津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０８－１２１：５２．３クビ ３６３．１�
２３ メイショウエンジン 牡７栗 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４９８－ ２１：５２．４� １７６．９�
３４ ネオファンタジア 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４１：５２．８２� １．７�
８１４ シルクターンベリー 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ６１：５２．９クビ １９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４１，０５３，５００円 複勝： ７５，５５６，２００円 枠連： ３０，７８７，７００円

普通馬連： １３７，４５０，５００円 馬単： １０２，５０７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１８２，２００円

３連複： １７７，０９２，０００円 ３連単： ３８１，３８８，９００円 計： ９９５，０１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６８０円 複 勝 � １，１２０円 � ２８０円 � ８１０円 枠 連（１－６） ２，３５０円

普通馬連 �� １７，８１０円 馬 単 �� ４７，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９４０円 �� ７，１４０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ９７，３２０円 ３ 連 単 ��� ８８７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４１０５３５ 的中 � ６９２２（１１番人気）
複勝票数 計 ７５５５６２ 的中 � １６２０６（１１番人気）� ８３６９０（２番人気）� ２２９２７（７番人気）
枠連票数 計 ３０７８７７ 的中 （１－６） ９６９２（８番人気）
普通馬連票数 計１３７４５０５ 的中 �� ５６９８（３９番人気）
馬単票数 計１０２５０７８ 的中 �� １６００（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１８２２ 的中 �� ４１１８（３４番人気）�� １６６７（５６番人気）�� ７３５５（１７番人気）
３連複票数 計１７７０９２０ 的中 ��� １３４３（１６１番人気）
３連単票数 計３８１３８８９ 的中 ��� ３１７（１０２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１２．７―１２．９―１２．９―１２．６―１２．０―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．２―３５．９―４８．８―１：０１．７―１：１４．３―１：２６．３―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースキーパー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．１０．７ 京都１着

２００５．１．１３生 牡６鹿 母 プリンセスシラオキ 母母 クイーンシラオキ ２４戦５勝 賞金 ７１，１２３，０００円

０１０１０ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第１０競走 ��３，０００�
まんよう

万葉ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，２２．１．５以降２２．１２．２６まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：０２．７
３：０２．５

良

良

３３ � コスモメドウ 牡４鹿 ５１ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun
Farms ４６８－ ２３：０８．５ ８．８�

５６ モンテクリスエス 牡６鹿 ５６ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５５２＋ ８３：０８．８２ ２．８�
７９ スリーオリオン 牡６栗 ５５ 武 豊永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５８－ ２３：０８．９クビ ４．５�
８１１ ピエナグッドラック 牡７鹿 ４９ 川須 栄彦本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７８＋ ４３：０９．１１� ６０．５�
５５ ビービーファルコン �７鹿 ５４ 古川 吉洋�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ３９．８�
４４ シャインモーメント 牡６栗 ５３ 岩田 康誠�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９０＋ ８３：０９．３１� ３１．７	
８１２ マキハタサイボーグ �９鹿 ５１ 国分 恭介�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ ６１．４

２２ ハギノジョイフル �７鹿 ５１ 上村 洋行安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８４＋１８３：０９．５１� ５９．３�
７１０ トウカイトリック 牡９鹿 ５８ 藤田 伸二内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５８ 〃 クビ ６．９�
６８ � マ サ ラ イ ト 牡７鹿 ５１ 酒井 学丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４９６－ ２３：０９．６� ６４．８
１１ ドリームライナー 牡５鹿 ５５ 川田 将雅青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４９２± ０３：１０．１３ １６．０�
６７ メイショウドンタク 牡５黒鹿５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 B５０６＋ ６３：１０．２クビ ４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，１７２，６００円 複勝： ５５，１４０，０００円 枠連： ３５，０９６，２００円

普通馬連： １５９，７６１，０００円 馬単： ９３，１３１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１５７，３００円

３連複： ２０２，２９４，５００円 ３連単： ４１２，１４２，３００円 計： １，０４３，８９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（３－５） １，３３０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ９，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３７１７２６ 的中 � ３３５８２（５番人気）
複勝票数 計 ５５１４００ 的中 � ４８４４３（５番人気）� １３９８０３（１番人気）� ９６５７９（３番人気）
枠連票数 計 ３５０９６２ 的中 （３－５） １９５７６（５番人気）
普通馬連票数 計１５９７６１０ 的中 �� ９８９８６（５番人気）
馬単票数 計 ９３１３１４ 的中 �� ２４９０４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１５７３ 的中 �� ２７００２（５番人気）�� １９３４９（６番人気）�� ５１９０４（２番人気）
３連複票数 計２０２２９４５ 的中 ��� １０７１６９（５番人気）
３連単票数 計４１２１４２３ 的中 ��� ３２１２６（２３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．５―１３．１―１２．８―１２．５―１３．７―１３．６―１３．０―１２．６―１２．４―１２．０―１２．１―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．０―２４．８―３７．３―５０．４―１：０３．２―１：１５．７―１：２９．４―１：４３．０―１：５６．０―２：０８．６―２：２１．０―２：３３．０

２，６００� ２，８００�
―２：４５．１―２：５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．５―３F３５．５
１
�
１，８（５，３，１２）（９，７）（２，６）（４，１０）１１・（１，１２）８，３（５，７）（４，９）（２，６，１０）－１１

２
�
１，８（５，３，１２）（９，７）（２，６，１０）４－１１・（１，１２）（８，３）５（４，９，７，１０）（２，６）１１

勝馬の
紹 介

�コスモメドウ �
�
父 King’s Best �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１２．２０ 中山５着

２００７．５．１４生 牡４鹿 母 Angel of The Gwaun 母母 Ballerina １３戦４勝 賞金 ６２，８４６，０００円



０１０１１ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第１１競走 ��１，６００�第４９回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）
発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２２．１．５以降２２．１２．２６まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
スポーツニッポン新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

１２ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５７ 小牧 太百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９６＋ ２１：３３．４ １２．０�

３５ ガ ル ボ 牡４青 ５６ 池添 謙一石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４６８＋ ４ 〃 クビ ６．４�
２４ � ライブコンサート �７黒鹿５７．５ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７８＋ ４１：３３．６１� ５．５�
２３ リーチザクラウン 牡５青鹿５８ 武 豊西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：３３．８１� ４．３�
３６ ネオヴァンドーム 牡４鹿 ５５ 福永 祐一小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０２＋１２１：３４．１１� １５．２�
１１ サンディエゴシチー 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ５２８＋２２１：３４．２� ８．２�
８１６	 スマートステージ 牡６鹿 ５４ 四位 洋文大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５１０＋ ６１：３４．６２� ６２．５	
５１０ リザーブカード 牡８鹿 ５６ 安藤 勝己 
サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４ 〃 アタマ １０９．８�
６１１ ショウリュウムーン 牝４鹿 ５３ 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４６０＋ ２１：３４．７� １０．０�
６１２ バトルバニヤン 牡７栗 ５７ 川田 将雅津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４１：３５．０１� ５９．０
５９ リクエストソング 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９８－ ４１：３５．１クビ ８．９�
４７ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７６± ０１：３５．３１� １５．２�
４８ スズカコーズウェイ 牡７栗 ５６ 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４９０－ ４１：３５．４� ７５．９�
８１５� オセアニアボス 牡６青鹿５６ 熊沢 重文�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ５０６＋１０１：３５．９３ １４５．４�
７１３ マヤノライジン 牡１０鹿 ５５ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０± ０１：３６．０クビ １８２．９�
７１４ マイネルファルケ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１８＋ ６１：３７．０６ １１１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５４，４５４，３００円 複勝： ２０４，６２５，９００円 枠連： ２３０，７２６，２００円

普通馬連： ９７２，０５３，８００円 馬単： ４４８，９２５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４８，０４６，２００円

３連複： １，３２８，３４４，２００円 ３連単： ２，４２２，１９７，５００円 計： ６，００９，３７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３７０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（１－３） １，０８０円

普通馬連 �� ４，４７０円 馬 単 �� ９，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，２６０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ６，６３０円 ３ 連 単 ��� ５１，８４０円

票 数

単勝票数 計１５４４５４３ 的中 � １０８０１５（７番人気）
複勝票数 計２０４６２５９ 的中 � １３０７４８（８番人気）� ２９４０２５（２番人気）� ３３６９０４（１番人気）
枠連票数 計２３０７２６２ 的中 （１－３） １６８３３６（４番人気）
普通馬連票数 計９７２０５３８ 的中 �� １７１５１４（２４番人気）
馬単票数 計４４８９２５３ 的中 �� ３７９４７（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４８０４６２ 的中 �� ４２９７８（２１番人気）�� ５０８４８（１６番人気）�� １１９２５３（１番人気）
３連複票数 計１３２８３４４２ 的中 ��� １５８１１５（１７番人気）
３連単票数 計２４２２１９７５ 的中 ��� ３６８１５（１８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．４―４７．４―５８．８―１：１０．０―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．６
３ ２，５，１４（４，６）（３，９，１５，１３）７（１，８，１２）１１，１０，１６ ４ ２，５－４，１４（３，６）１５（１，９）（７，８，１３，１２）（１０，１１）１６

勝馬の
紹 介

シ ル ポ ー ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．２７ 京都３着

２００５．３．２４生 牡６鹿 母 スペランツァ 母母 フ ジ ャ ブ ３２戦８勝 賞金 １９６，８０６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時４６分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アンダーカウンター号・キョウエイアシュラ号・グッドキララ号・シャイン号・セントラルコースト号・

ダイシングロウ号・タガノエリザベート号・ダンスフォーウィン号・トゥニーポート号・ファストロック号・
ペプチドルビー号・ユウキタイティ号

０１０１２ １月５日 曇 良 （２３京都１）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４７ サワノパンサー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５５０＋ ４１：２２．４ ３．３�

２３ エアラフォン 牡４栗 ５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：２２．６１� ４．６�
２２ ピースピース 牡５鹿 ５７ 川田 将雅��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６８＋ ６１：２２．７� ３３．５�
８１５ スプリングサンダー 牝４鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４５０＋ ６１：２２．８� ５．８�
５８ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４４２＋ ４１：２２．９� ２８．２	
３５ メルシーヨーク 牝６鹿 ５５ 武 豊永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４４０＋ ２１：２３．０� ８．０

１１ マイネルオークベイ 牡７鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ２１：２３．１� １８２．４�
５９ リバーハイランド 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７６＋ ２ 〃 ハナ １２．６�
６１１ テ キ ー ラ 牡６鹿 ５７ 岩崎 祐己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７４－ ２１：２３．２� ５７．７
７１３ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４６２± ０１：２３．４１� １３１．４�
３４ � ジョーリゴラス 牡７栗 ５７ 酒井 学上田けい子氏 村山 明 静内 田中 裕之 ４７０＋ ４１：２３．５� １５．４�
７１２ パープルタイヨー 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４４－ ２ 〃 クビ ２７．０�
４６ ハングリージャック 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０－１０１：２３．８２ ８．１�
６１０	 アグネスティンクル 牡４栗 ５６ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４６２± ０ 〃 ハナ ２７．７�
８１４ ショウリュウアクト 牡７栗 ５７ 小牧 太上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８８＋ ２１：２６．２大差 １８３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５１，５９０，１００円 複勝： ７８，８３７，３００円 枠連： ６１，３９０，１００円

普通馬連： ２１４，１１７，７００円 馬単： １２７，３５７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，８６８，５００円

３連複： ２８５，３０７，９００円 ３連単： ５４６，４０４，６００円 計： １，４４０，８７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ５５０円 枠 連（２－４） ５５０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，５２０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ６，１５０円 ３ 連 単 ��� ２２，０００円

票 数

単勝票数 計 ５１５９０１ 的中 � １２４３７１（１番人気）
複勝票数 計 ７８８３７３ 的中 � １７３１１７（１番人気）� １１７３２７（２番人気）� ２７２７１（９番人気）
枠連票数 計 ６１３９０１ 的中 （２－４） ８３０１３（１番人気）
普通馬連票数 計２１４１１７７ 的中 �� ２３５０３１（１番人気）
馬単票数 計１２７３５７２ 的中 �� ７０２８７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５８６８５ 的中 �� ７１９３０（１番人気）�� １１３７７（２０番人気）�� ８５９６（２４番人気）
３連複票数 計２８５３０７９ 的中 ��� ３４２３９（１８番人気）
３連単票数 計５４６４０４６ 的中 ��� １８３３５（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．０―４７．６―５９．１―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．８
３ １（７，１３）３（４，６，１５）（２，５，９）１２，８，１０－１１－１４ ４ １（７，１３）３（４，６）（２，９，１５）５（８，１２）（１０，１１）＝１４

勝馬の
紹 介

サワノパンサー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．８ 京都２着

２００６．４．１８生 牡５鹿 母 サワノビンティ 母母 ダッシングママ １４戦４勝 賞金 ４６，０４４，０００円



（２３京都１）第１日 １月５日（水曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８１，６１０，０００円
６，３９０，０００円
２２，０４０，０００円
１，８７０，０００円
２６，６１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，５７４，０００円
４，９５２，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
４３４，３４０，５００円
６７６，４１９，５００円
５０７，７８５，１００円

１，９３９，２７０，３００円
１，０９０，３６６，３００円
６１３，３９４，３００円

２，６１７，２７１，１００円
４，７４７，５４３，５００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １２，６２６，３９０，６００円

総入場人員 ３９，２３６名 （有料入場人員 ３７，０８７名）


