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０１０１３ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２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）

牝，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

５９ イイデステップ 牝３鹿 ５４ U．リスポリ �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４７４－ ２１：１３．３ ２１．６�
（伊）

２４ ペプチドサファイア 牝３黒鹿５４ 小牧 太沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６４－ ２１：１３．７２� ４．２�
６１１ ウ ル ル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：１３．８� ２．１�
３５ カムイフォレスト 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４７８＋１０１：１４．１１� ８．４�
４７ ビップセンノセン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４８＋ ６１：１４．４２ ７．１�
８１６ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９２± ０１：１４．５クビ ７．３	
８１５ ウォーターリバティ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ２１６．１

６１２ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０４＋ ４１：１４．８１� １０６．０�
７１４ ニューユニヴァース 牝３栗 ５４ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ７３．１�
５１０ グリーンフラッグ 牝３青鹿５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４２０－ ４ 〃 ハナ ２４８．０
２３ シゲルシュカン 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 浦河 中村 雅明 ４１２－ ４１：１４．９� ２８９．９�
４８ マ オ イ モ ン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 坂 牧場 ４３２＋ ２１：１５．１１� ５２５．１�
１１ ラベンダーラッシー 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平吉田 和美氏 須貝 尚介 日高 白井牧場 ４２８－ ４１：１５．２� ２６．４�
７１３ ベルモントベロニカ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �ベルモントファーム 須貝 彦三 新冠 ベルモント

ファーム ４２８－ ４１：１５．３� ５９．５�
１２ ハローエフェクト 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４５０＋１２１：１５．９３� １５８．２�
３６ シシャモクイーン 牝３黒鹿５４ 田中 克典大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ４１０＋ ４１：１６．０� ２８７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７２４，３００円 複勝： ３１，４２０，５００円 枠連： １１，６５１，２００円

普通馬連： ４６，２２２，５００円 馬単： ３５，３５３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３０３，３００円

３連複： ７２，３９１，７００円 ３連単： １１０，５４０，５００円 計： ３４９，６０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１６０円 複 勝 � ４１０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（２－５） ４，０００円

普通馬連 �� ３，２９０円 馬 単 �� １０，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ８１０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 ��� ３１，０７０円

票 数

単勝票数 計 １８７２４３ 的中 � ６８５１（６番人気）
複勝票数 計 ３１４２０５ 的中 � １３２３９（６番人気）� ７０５０７（２番人気）� ７５２５１（１番人気）
枠連票数 計 １１６５１２ 的中 （２－５） ２１５０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４６２２２５ 的中 �� １０３８２（１３番人気）
馬単票数 計 ３５３５３９ 的中 �� ２４１１（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３０３３ 的中 �� ５７４７（１３番人気）�� ６４３７（１１番人気）�� ３００２９（１番人気）
３連複票数 計 ７２３９１７ 的中 ��� ２０６７９（１０番人気）
３連単票数 計１１０５４０５ 的中 ��� ２６２６（９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１２．１―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．７―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イイデステップ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２０１０．１１．６ 京都５着

２００８．４．５生 牝３鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター ４戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 ビップセンノセン号の調教師大根田裕之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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。
（非当選馬） １頭 サウンドマンボ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０１０１４ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２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

６１２ キングオブフェイス 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０８－ ８１：５６．９ ４．０�

２４ ニホンピロザジ 牡３黒鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４８０－ ２１：５７．３２� ２５．３�
８１５ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０＋ ２１：５７．４クビ ４．０�
５１０ マイネルパラダイム 牡３鹿 ５６ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ３９０－ ６ 〃 クビ ３０．７�
（愛）

１２ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６
５３ ▲川須 栄彦櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８４＋１４１：５７．５クビ １５．１�

１１ ポートワイン 牝３黒鹿 ５４
５２ △高倉 稜水上ふじ子氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４３０＋ ４１：５７．６� １５０．７�

７１３ モズハリケーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５０６＋ ６１：５８．１３ ３．６	
３６ ミラクルペガサス �３黒鹿５６ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ５００± ０１：５８．２クビ ５．０

４８ サンライズスター 牡３鹿 ５６ 吉田 稔松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６ 〃 クビ ９９．８�

（愛知）

２３ トーワゴールド 牡３青鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４６－ ６１：５８．３� ７０．６�

４７ ハ ス ラ ー 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５２２－ ２１：５８．８３ ９１．０
６１１ トーアウィンザー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 ５１２＋ ６２：００．１８ １５．２�
７１４ グ ッ ド ワ ン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム ５１８± ０２：００．５２� １４３．１�
３５ エ ゾ フ ジ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介百万 武夫氏 西園 正都 日高 藤本 直弘 ４９４－ ６２：０２．２大差 ９３．８�
８１６ ジェットブルー 牝３鹿 ５４ 幸 英明石瀬 浩三氏 田島 俊明 日高 鹿戸 武光 ４４６－１０２：０２．５１� １０６．８�
５９ マヤヴィーナス 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 ４７８－ ８２：０４．０９ ３４６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，００９，９００円 複勝： ２６，１２７，３００円 枠連： １１，７７８，６００円

普通馬連： ４１，９３７，０００円 馬単： ３０，０３５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３８２，４００円

３連複： ６０，５７１，８００円 ３連単： ９３，８８７，５００円 計： ２９７，７２９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ４４０円 � １５０円 枠 連（２－６） ２，４６０円

普通馬連 �� ３，８８０円 馬 単 �� ５，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ３６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，３３０円 ３ 連 単 ��� ２８，７４０円

票 数

単勝票数 計 １５００９９ 的中 � ３０２１８（３番人気）
複勝票数 計 ２６１２７３ 的中 � ５１６１７（２番人気）� １０９３２（７番人気）� ５５７８６（１番人気）
枠連票数 計 １１７７８６ 的中 （２－６） ３５４４（８番人気）
普通馬連票数 計 ４１９３７０ 的中 �� ７９８６（１７番人気）
馬単票数 計 ３００３５４ 的中 �� ３７０５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３８２４ 的中 �� ３７４５（１７番人気）�� １４１５４（３番人気）�� ４１３２（１２番人気）
３連複票数 計 ６０５７１８ 的中 ��� １０３４７（１４番人気）
３連単票数 計 ９３８８７５ 的中 ��� ２４１１（８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．９―１３．２―１３．８―１３．４―１３．０―１３．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３６．９―５０．１―１：０３．９―１：１７．３―１：３０．３―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．６
１
３
２（４，５，９，１１）１３，１２（１，１５，１６）（８，７，１４）（３，１０）６・（２，１１）１３，４（１５，１６）１２（７，１４）１（５，１０）（３，８）６＝９

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

勝馬の
紹 介

キングオブフェイス �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．１７ 京都４着

２００８．５．２８生 牡３栗 母 グリーンセラフィム 母母 Park Express ６戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エゾフジ号・ジェットブルー号・マヤヴィーナス号は，平成２３年２月８日まで平地競走に出走で

きない。
※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 クードテアトル号・ジョウノエンドレス号・トミケンボールド号・マイネルヴィゴーレ号・マイネルシトラス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回　京都競馬　第２日



０１０１５ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２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）

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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

４７ テイクアベット 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４９４－ ４１：２５．４ ８．６�

５９ デンコウリョウ 牡３芦 ５６ 太宰 啓介田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ５００＋ ２１：２５．８２� ９．６�
６１１ トーセンレラ 牡３青鹿５６ U．リスポリ島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８４＋ ２１：２５．９クビ １２．６�
（伊）

８１５ カネトシテンアップ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－１０１：２６．２２ １７．８�
７１４ コマンドパワー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 ４７６－ ２１：２６．４１� １８．７�
（愛知）

２４ ファーマソフト 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介中西 功氏 牧浦 充徳 浦河 馬道 繁樹 ４３４－ ８１：２６．７１� ３４０．０�

４８ シゲルトウドリ 牡３栗 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４６８＋ ２１：２６．８� ４３．２	
７１３	 テーオーブユウデン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一小笹 公也氏 笹田 和秀 米 Yanagawa

Stud Ltd. ５２４＋１０１：２６．９� ２．１

３６ ゼ ニ バ コ 牡３栗 ５６ 川田 将雅北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 鎌田 正嗣 ４７２－ ４ 〃 アタマ ４５．３�
８１６ ハーイスマイル 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４６２＋ ２１：２７．２１� ６．４�
５１０ オウエイロブロイ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社

大原ファーム ４６８＋ ４ 〃 ハナ ３４．０
６１２ ノーザンソング 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７６＋１８１：２７．７３ ６５．９�
３５ ボーフォート 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作小田 吉男氏 坂口 正則 新ひだか 仲野牧場 ４７２± ０１：２８．７６ ５３．４�
１１ プレジデントペスカ 牡３鹿 ５６ 石橋 守山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 村下 貞憲 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ６０．１�
１２ マ レ オ ッ ト 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ４１：３０．８大差 １４．１�
２３ ハマノローズマリー 牝３栗 ５４ 中村 将之浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４２２－ ２１：３１．０１� ３９３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７０５，２００円 複勝： ４１，２４３，６００円 枠連： １７，４９５，７００円

普通馬連： ５６，１３６，２００円 馬単： ３９，２５７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６１７，１００円

３連複： ８２，７４１，６００円 ３連単： １２０，８８７，１００円 計： ４０７，０８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２９０円 � ３４０円 � ４００円 枠 連（４－５） ２，２７０円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� １，９３０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� １８，０９０円 ３ 連 単 ��� ７９，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２０７０５２ 的中 � １９００５（３番人気）
複勝票数 計 ４１２４３６ 的中 � ３９１９３（３番人気）� ３１８８５（４番人気）� ２６５５６（６番人気）
枠連票数 計 １７４９５７ 的中 （４－５） ５７０８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５６１３６２ 的中 �� １３７１０（１０番人気）
馬単票数 計 ３９２５７９ 的中 �� ５００２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６１７１ 的中 �� ５１１１（１２番人気）�� ３６４１（２１番人気）�� ３３２２（２４番人気）
３連複票数 計 ８２７４１６ 的中 ��� ３３７６（６４番人気）
３連単票数 計１２０８８７１ 的中 ��� １１２５（２３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．８―３４．７―４７．３―５９．７―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３８．１
３ ・（７，２）（５，１２，１３）（１，１１）１６（８，９）１４（６，１５）－（１０，４）－３ ４ ７（１２，１３）（１１，１６）５（２，８，９）１，１４，６，１５（１０，４）＝３

勝馬の
紹 介

テイクアベット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１１．２８ 京都８着

２００８．４．１生 牡３鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マレオット号・ハマノローズマリー号は，平成２３年２月８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０１０１６ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５分 （ダート・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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ サ ン グ ッ プ 牡３栗 ５６ 浜中 俊加藤 信之氏 佐々木晶三 日高 加藤ステーブル ５０８ ―１：５７．７ ５．３�

５８ サウンドバスター 牡３鹿 ５６ 川田 将雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４８０ ― 〃 クビ ９．０�
３３ ディアカナメチャン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦国田 正忠氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ５２４ ―１：５７．８� ２．５�
４６ セントヴァリー 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５２ ―１：５７．９� ３６．７�
８１４ アストロボーイ 牡３栗 ５６ 吉田 稔山上 和良氏 田島 良保 新冠 新冠伊藤牧場 ４９２ ―１：５８．０� １４．９�

（愛知）

６１０ ルレーヴドメール 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８ ―１：５８．４２� ４．２�

３４ コアレスドラード 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４８ ―１：５８．９３ ５２．７	

１１ ドラゴンウィンズ 牡３芦 ５６
５４ △高倉 稜窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７４ ―１：５９．１１� １２．１


５７ アビリティバイオ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一バイオ� 清水 出美 日高 中館牧場 ４３２ ―１：５９．２クビ ７５．０�
６９ ダイナミックガード 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史小川 勲氏 目野 哲也 新冠 対馬 正 ５１６ ―１：５９．３� １７．６
４５ グレイトフルダッド 牡３黒鹿５６ 田中 克典吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５８ ―１：５９．５１� １５８．３�
７１１ メイショウタイタン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 安平 橋本 善太 ４７８ ―１：５９．６� １５３．１�
７１２ テイエムカルチェ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６４ ―２：００．２３� ２７９．６�
８１３ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５６ F．ベリー 山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４６２ ―２：００．３クビ ２７．６�

（愛）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２０５，５００円 複勝： ２６，６９８，５００円 枠連： １５，４６７，２００円

普通馬連： ４５，１４１，７００円 馬単： ３２，５９６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１２７，７００円

３連複： ６０，４２８，１００円 ３連単： ９０，７２７，５００円 計： ３０７，３９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（２－５） １，９８０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ３７０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� １２，１５０円

票 数

単勝票数 計 １７２０５５ 的中 � ２５９８１（３番人気）
複勝票数 計 ２６６９８５ 的中 � ３８２６４（３番人気）� ２７８３９（４番人気）� ５８９１９（１番人気）
枠連票数 計 １５４６７２ 的中 （２－５） ５７８４（８番人気）
普通馬連票数 計 ４５１４１７ 的中 �� １５８１７（７番人気）
馬単票数 計 ３２５９６１ 的中 �� ６５４１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１２７７ 的中 �� ６３１１（７番人気）�� １３６３５（２番人気）�� ９２２６（４番人気）
３連複票数 計 ６０４２８１ 的中 ��� ２４１７０（３番人気）
３連単票数 計 ９０７２７５ 的中 ��� ５５１３（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３８．３―５２．３―１：０６．３―１：１９．６―１：３２．０―１：４４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．１
１
３
２，３，１３（８，１０，１４）－６（４，７，９）１１，５－１２，１・（２，３，１３）１４（１０，７）８（６，９）－１１（４，５）－（１，１２）

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

勝馬の
紹 介

サ ン グ ッ プ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ 初出走

２００８．３．２２生 牡３栗 母 シーサイドエンゼル 母母 シヤダイハマナス １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０１０１７ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

１２ � エーシンハーバー 牝３芦 ５４ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 米
Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４６０－ ６１：３５．６ ２．７�

３６ エアクロニクル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４６０－ ２１：３５．８１� ６．８�
２３ デウスウルト 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：３５．９� ３．８�
５１０� サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners ５１６± ０１：３６．１１� ７．２�
２４ ハードポケット 牡３栗 ５６ 藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 厚真 大川牧場 ４５０＋ ４１：３６．２� ２５５．０�
１１ モ エ ロ ッ ク 牡３黒鹿５６ 川田 将雅西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７８－ ４１：３６．４１� １７．４�
４８ エリモロワイヤル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８０＋ ４１：３６．７１	 ３３７．７	
６１２ サンライズドバイ 牡３芦 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４＋ ６１：３７．１２� ５０．３

３５ エメラルブライト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作高橋 勉氏 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２＋２４ 〃 クビ ２２３．８�

８１６ コマノスクアーロ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４１４＋ ２１：３７．３１� ３８．２�
（愛知）

７１３ フラアンジェリコ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 アタマ ８．７�
６１１ ドリームボンバー 牡３鹿 ５６ 上野 翔セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２０８．７�
８１５ ベローチェベリーニ 牡３栗 ５６ 酒井 学 社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 アタマ １３．０�
４７ サクラピュアハート 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 伊藤 敏明 ４３０＋ ４１：３７．９３� １１０．７�
７１４ ソングアンドダンス 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 ４３０－ ２１：３９．２８ １３８．６�
５９ テイエムシルエット 牡３黒鹿５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際セントラルスタッド ４６４＋ ４１：３９．４１� ３４８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６４９，６００円 複勝： ４２，０８１，５００円 枠連： １５，５１１，０００円

普通馬連： ５７，７８５，１００円 馬単： ４１，９９５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２７１，３００円

３連複： ７９，１４０，４００円 ３連単： １３３，３２０，４００円 計： ４１９，７５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（１－３） ９３０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２５０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� ６，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２３６４９６ 的中 � ７１６６５（１番人気）
複勝票数 計 ４２０８１５ 的中 � ９７０４９（１番人気）� ５２７５２（４番人気）� ８２７９９（２番人気）
枠連票数 計 １５５１１０ 的中 （１－３） １２３７７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７７８５１ 的中 �� ３９６３８（３番人気）
馬単票数 計 ４１９９５４ 的中 �� １９４９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２７１３ 的中 �� １５４６３（３番人気）�� ２８７５２（１番人気）�� １２６５２（６番人気）
３連複票数 計 ７９１４０４ 的中 ��� ４５８５１（２番人気）
３連単票数 計１３３３２０４ 的中 ��� １４１９８（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１２．７―１２．２―１１．９―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．４―４８．１―１：００．３―１：１２．２―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンハーバー �
�
父 Cozzene �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神２着

２００８．２．９生 牝３芦 母 Echo Harbor 母母 Echo Echo Echo ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アイドルバイオ号・オースミラバー号・コスモアンドリュー号・シゲルリジチョウ号・シャイニンオーラ号・

ノアノア号・マルカファントム号
※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。

０１０１８ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

３６ プリティカポレイ 牝４鹿 ５４ 秋山真一郎横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５４－ ８１：５３．３ ３．６�

６１２� テイエムセッペトベ 牝６鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４６２＋ ６１：５４．４７ １８．７�

１１ セイピーシーズ 牝４鹿 ５４ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４５６＋ ８１：５４．６１� １００．３�
２４ � フ レ シ ー タ 牝４鹿 ５４

５２ △高倉 稜�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４０＋ ８ 〃 ハナ １７．８�
３５ アマゾネスバイオ 牝６鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５４８＋ ８１：５４．７� １１．４�
８１６ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４９８＋ ８１：５４．９１ ３４．９	
４８ トーホウリッチ 牝５青 ５５ 川島 信二東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７０－ ２１：５５．１１� １６．３

１２ パルクエスト 牝５鹿 ５５ 吉田 稔木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５２０＋２２１：５５．４１� ６０．１�

（愛知）

７１４ ラガーラブリン 牝４黒鹿５４ 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４２２± ０ 〃 クビ １３２．０�
８１５ ト シ ザ マ キ 牝４栗 ５４

５１ ▲国分 優作上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋ ４１：５５．５クビ ２．７
４７ ネ レ イ ス 牝４黒鹿５４ 渡辺 薫彦大林 一彦氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２ 〃 アタマ ２５．９�
５１０ クリスマドンナ 牝４黒鹿５４ 池添 謙一�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４８８＋ ４１：５５．６� ３４．２�
５９ エストレーラ 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �オリオンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：５５．９１� １０８．２�
７１３ マヤノカピオラニ 牝５栗 ５５ 幸 英明田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ １１４．１�
６１１ タマモチャーム 牝４鹿 ５４ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４７４＋ ２１：５６．２２ ５８．９�
２３ レディームスタング 牝５栗 ５５ U．リスポリ�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０４＋２０１：５６．３クビ ５．５�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８６７，０００円 複勝： ３１，７７７，５００円 枠連： ２０，７８３，３００円

普通馬連： ５７，３３０，１００円 馬単： ３９，６０８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３７０，５００円

３連複： ８２，５８７，３００円 ３連単： １２９，１１５，６００円 計： ４０７，４３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ４５０円 � ２，０１０円 枠 連（３－６） １，６２０円

普通馬連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ４，９７０円 �� １５，３１０円

３ 連 複 ��� ５５，６２０円 ３ 連 単 ��� １７７，１２０円

票 数

単勝票数 計 １９８６７０ 的中 � ４３５９４（２番人気）
複勝票数 計 ３１７７７５ 的中 � ６９１４８（２番人気）� １６６３１（７番人気）� ３１９６（１４番人気）
枠連票数 計 ２０７８３３ 的中 （３－６） ９５１６（６番人気）
普通馬連票数 計 ５７３３０１ 的中 �� １６６２０（８番人気）
馬単票数 計 ３９６０８０ 的中 �� ７２９５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３７０５ 的中 �� ７５０８（７番人気）�� １２７９（４８番人気）�� ４１１（９０番人気）
３連複票数 計 ８２５８７３ 的中 ��� １０９６（１３９番人気）
３連単票数 計１２９１１５６ 的中 ��� ５３８（４６７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１３．７―１３．５―１２．９―１２．３―１２．１―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３７．５―５１．０―１：０３．９―１：１６．２―１：２８．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリティカポレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．９．２７ 阪神１０着

２００７．２．７生 牝４鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター １４戦２勝 賞金 ２６，２１０，０００円
〔制裁〕 レディームスタング号の騎手U．リスポリは，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）

トシザマキ号の騎手国分優作は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（７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。
（非当選馬） ２頭 ウォーターリメイン号・カネトシマイコサン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０１０１９ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２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 ヒシコモンズ 牡５栗 ５７
５５ △高倉 稜阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８０－ ２１：１２．２ ４．９�

２３ ジ ョ ー モ カ 牡４栗 ５６ 藤岡 康太上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４４４－ ２１：１２．８３� ４．４�
１２ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ５１２－１０１：１３．０１� １６．６�

２４ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４７４－ ４１：１３．１クビ ３１．２�
３６ ウォーターサウンド 牡４栗 ５６ 吉田 稔山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ７．７�

（愛知）

５９ ランドタカラ 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８０＋ ６１：１３．４１� ３２．０�
６１２ リバーサルブロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４８４＋ ６１：１３．５クビ ５．７�
７１３ ローズバレー 牝４鹿 ５４ 浜中 俊	飛野牧場 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４６６＋ ２１：１３．７１� ２２０．２

８１６ フミノアカデミー 牡４栗 ５６ 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ５．８�
３５ ダテノスイミー 牡４栗 ５６ 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４８± ０１：１３．８� １１４．５�
４７ チャームドライフ 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４７０± ０１：１４．２２� １２６．２�

１１ ダンツブラボー 牡４栗 ５６
５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ５００＋ ４１：１４．５１� １０．８�

４８ � サクラサンクス 	４栗 ５６ U．リスポリさくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 原 光彦 ４２６－１７ 〃 クビ ４０．３�
（伊）

８１５ ゴーオンホーマン 牡４鹿 ５６ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ４１：１４．９２� １３．１�
５１０� ミッキーデピュティ 	５栗 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 小崎 憲 新ひだか グランド牧場 ５２２－ ２１：１５．１１� １０２．１�
６１１ ハートランドフェロ 牡５鹿 ５７ 芹沢 純一豊田 稔氏 須貝 彦三 新冠 赤石 久夫 ４８２＋３４１：１５．５２� ３２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４０９，８００円 複勝： ４０，２５１，３００円 枠連： ２２，２８３，０００円

普通馬連： ７０，９１３，０００円 馬単： ４４，４６７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１３４，８００円

３連複： ９４，６７９，７００円 ３連単： １４４，７９５，５００円 計： ４６８，９３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ３７０円 枠 連（２－７） ７７０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，１７０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ５，４１０円 ３ 連 単 ��� ２４，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４０９８ 的中 � ３６３４６（２番人気）
複勝票数 計 ４０２５１３ 的中 � ６２２７５（３番人気）� ７３６４０（１番人気）� ２２８３７（７番人気）
枠連票数 計 ２２２８３０ 的中 （２－７） ２１４４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０９１３０ 的中 �� ５５４０２（２番人気）
馬単票数 計 ４４４６７５ 的中 �� １６９１０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１３４８ 的中 �� １４３８８（３番人気）�� ５９７８（１５番人気）�� ５２４９（１７番人気）
３連複票数 計 ９４６７９７ 的中 ��� １２９２２（１５番人気）
３連単票数 計１４４７９５５ 的中 ��� ４４４９（５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．２―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３６．１―４８．０―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシコモンズ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．１０．２５ 京都１着

２００６．２．２０生 牡５栗 母 ヒシアタランタ 母母 ヒ シ タ エ コ ９戦２勝 賞金 １９，７５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ダンツブラボー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダンツブラボー号は，平成２３年１月９日から平成２３年１月３０日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシノストライカー号
（非抽選馬） ３頭 キクノベリータ号・キュート号・ドリームゲイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０１０２０ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第８競走 ��
��１，９００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

２３ ドリームマジシャン 牡４青鹿５６ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８６＋ ２１：５９．５ ８．１�

６１２ ハリウッドスター 牡４鹿 ５６ U．リスポリ吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：５９．７１� １．４�
（伊）

２４ ピサノルビー 牝５黒鹿５５ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４８６＋ ６１：５９．９１� １１．３�
８１５ ウインドミネーター 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９８－ ４２：００．２２ １１．２�
８１６ ア ル バ ト ン 牡４栗 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７２－ ２２：００．３� １８．３�
３６ キョウワシャドー 牡４芦 ５６ 太宰 啓介�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４３８＋１０２：００．６１	 １８０．２	
１１ ゼットチャンプ 牡４鹿 ５６ F．ベリー �フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９４＋ ６２：００．７クビ ７６．５


（愛）

６１１ テイエムバゴオー 牡４黒鹿５６ 安藤 光彰竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ６０．３�
４８ キーネプチューン 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４８４＋１４２：００．８� ２２．７�
５１０ アレックスバローズ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４７２＋ ４２：００．９� ４４．０
７１３ シルクマッドネス 
４黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４６０± ０２：０１．０� １４１．２�
４７ サクラシリアス 牡４鹿 ５６ 小牧 太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ６５．６�
７１４� デンコウゼファー 
５黒鹿５７ 小林 徹弥田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 ４２８＋１０２：０１．６３� ４４６．１�
３５ � マッキースチール 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４８８－ ４ 〃 ハナ ３８６．０�
１２ マイネルチハヤ 牡４芦 ５６ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 聖心台牧場 ５１６－ ６２：０２．２３� １５４．６�
５９ マグニフィセント 牡４鹿 ５６ 吉田 稔野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３６＋ ２２：０２．６２� ９９．９�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５６４，８００円 複勝： １０７，４２２，３００円 枠連： ２８，３４７，２００円

普通馬連： ７６，７６３，６００円 馬単： ７３，２７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５００，７００円

３連複： １０９，２０１，５００円 ３連単： ２５４，８４６，２００円 計： ７１６，９２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（２－６） ２６０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ７００円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ９，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３０５６４８ 的中 � ２９８５４（２番人気）
複勝票数 計１０７４２２３ 的中 � ７８７４２（２番人気）� ７７１２９２（１番人気）� ４１９８０（４番人気）
枠連票数 計 ２８３４７２ 的中 （２－６） ８２９５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６７６３６ 的中 �� １３５１０６（１番人気）
馬単票数 計 ７３２７６０ 的中 �� ３６３５３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５００７ 的中 �� ５５６４０（１番人気）�� １０８３８（９番人気）�� ２５７９７（３番人気）
３連複票数 計１０９２０１５ 的中 ��� ７３８７２（２番人気）
３連単票数 計２５４８４６２ 的中 ��� １８９８８（２５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．８―１３．３―１３．１―１２．９―１２．６―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．８―１７．９―２９．７―４３．０―５６．１―１：０９．０―１：２１．６―１：３４．０―１：４６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームマジシャン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ギヤロツプダイナ デビュー ２００９．１０．２５ 京都４着

２００７．３．２４生 牡４青鹿 母 マイネマジック 母母 レツドフラツシユ １１戦２勝 賞金 １９，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 ハリウッドスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非当選馬） １頭 ゴシップガール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０１０２１ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ コスモヘイガー 牡３栗 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 増本牧場 ５０４± ０２：００．８ ３５．３�
（愛）

４６ ヴィクトリースター 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 追分ファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ １３．５�
（伊）

６１０ トーセンラー 牡３黒鹿５６ 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６ 〃 ハナ ２．２�
５７ サ ン ビ ー ム 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５１２＋１０２：０１．３３ １４．５�
８１３ カ ー マ イ ン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４ 〃 アタマ ６．７�
７１１ アドマイヤラクティ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２２：０１．５１� ５．７	
７１２ サトノパンサー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ３８．１

１１ ヴ ェ イ ロ ン 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２± ０２：０１．６� １１４．３�
４５ シャドウエミネンス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８－ ２２：０１．７� １６．２�
２２ アドマイヤクーガー 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ４２：０１．８� ２６．３
８１４ アサクサショパン 牡３黒鹿５６ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：０２．６５ ６．８�
５８ エクスビート 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大前原 敏行氏 松永 昌博 むかわ 上水牧場 ４６０＋１２２：０３．５５ ５３．８�
３４ 	 コアレスバトラー 牡３青鹿５６ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 平取 赤石牧場 ４７２＋ ２２：０３．６� ５２３．６�

（笠松） （愛知）

６９ ジェットストリーム 牡３黒鹿５６ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 むかわ 上水牧場 ４９２＋ ８２：０４．４５ １０３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４９，２３６，１００円 複勝： ８０，７５６，８００円 枠連： ３８，３１２，３００円

普通馬連： １４９，１９８，０００円 馬単： ９８，００９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１０２，３００円

３連複： １８８，３８２，７００円 ３連単： ３５９，９１４，７００円 計： １，０１９，９１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５３０円 複 勝 � ６３０円 � ３３０円 � １３０円 枠 連（３－４） ９，４８０円

普通馬連 �� １２，９５０円 馬 単 �� ２８，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４４０円 �� １，２２０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １０，７２０円 ３ 連 単 ��� ９６，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４９２３６１ 的中 � １１０１１（９番人気）
複勝票数 計 ８０７５６８ 的中 � ２３７８７（１０番人気）� ５１５７６（５番人気）� ２５０２６８（１番人気）
枠連票数 計 ３８３１２３ 的中 （３－４） ２９８３（２０番人気）
普通馬連票数 計１４９１９８０ 的中 �� ８５０３（３８番人気）
馬単票数 計 ９８００９１ 的中 �� ２５１４（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６１０２３ 的中 �� ５３９３（３２番人気）�� １１１７０（１２番人気）�� ２７６９２（５番人気）
３連複票数 計１８８３８２７ 的中 ��� １２９６９（３７番人気）
３連単票数 計３５９９１４７ 的中 ��� ２７５９（２８２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１２．５―１２．６―１２．９―１２．８―１２．１―１１．８―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２２．８―３５．３―４７．９―１：００．８―１：１３．６―１：２５．７―１：３７．５―１：４９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモヘイガー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１０．１０．３０ 京都９着

２００８．４．２８生 牡３栗 母 サミーカラー 母母 ルシールシーダー ４戦２勝 賞金 １６，６５７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０１０２２ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第１０競走 ��
��２，２００�

こ は た

許 波 多 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

４４ マイネルゴルト 牡４黒鹿５６ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４６０－ ２２：１３．３ １５．８�

７９ ダークシャドウ 牡４栗 ５６ F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８２：１３．４� ３．１�
（愛）

２２ タニノエポレット 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０８＋ ２２：１３．７２ ６．８�
８１１ エクセルサス 牡４栃栗５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２０＋１２２：１３．８� １２．６�
３３ マイネルシュトルム 牡５栗 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ５２０＋ ６２：１３．９� ２．１�
８１０	 マヤノゴクウ 牡８鹿 ５７ 小牧 太田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５３４＋ ８２：１４．０� ７５．７	
１１ ロ ザ リ オ 牡６鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５６＋１８２：１４．１� ２５．２

６６ フミノヤマビコ 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４８２＋ ４２：１４．３１
 ７１．１�
５５ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １３２．０�
７８ ネオポラリス 牡４栗 ５６ 国分 恭介 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２２：１４．８３ ３２．４
６７ 	 サクラキングオー 牡５栗 ５７ 上村 洋行�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４９６－１０２：２９．２大差 １９．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４６，１９４，５００円 複勝： ７３，１７６，８００円 枠連： ２９，９５９，１００円

普通馬連： １４２，１２９，７００円 馬単： １０２，４３６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，１７８，４００円

３連複： １８１，７２１，２００円 ３連単： ４３０，７２７，０００円 計： １，０５７，５２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４００円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ２，３６０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ６，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １，１００円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ４２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４６１９４５ 的中 � ２３１３８（５番人気）
複勝票数 計 ７３１７６８ 的中 � ４０３３０（５番人気）� １３７９１７（２番人気）� ８０６８６（３番人気）
枠連票数 計 ２９９５９１ 的中 （４－７） ９３９６（９番人気）
普通馬連票数 計１４２１２９７ 的中 �� ３９２７４（８番人気）
馬単票数 計１０２４３６８ 的中 �� １１２６１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１１７８４ 的中 �� １５０１７（８番人気）�� １１０１５（１１番人気）�� ３０４６１（３番人気）
３連複票数 計１８１７２１２ 的中 ��� ２５８３４（１８番人気）
３連単票数 計４３０７２７０ 的中 ��� ７５２１（１１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．４―１２．１―１２．０―１２．６―１３．１―１２．６―１１．７―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．５―３５．９―４８．０―１：００．０―１：１２．６―１：２５．７―１：３８．３―１：５０．０―２：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．０
１
３

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

２
４

・（７，８）（３，４，１１）９（１，５）－１０－６－２・（８，４）（３，１１，５）９（１，２）（１０，６）＝７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルゴルト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００９．７．１９ 新潟４着

２００７．５．１２生 牡４黒鹿 母 ダンケベルグ 母母 ダイナラベンダー １５戦３勝 賞金 ４８，５４６，０００円
〔発走状況〕 ダークシャドウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タニノエポレット号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への進路

影響）
〔調教再審査〕 ダークシャドウ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 サクラキングオー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０１０２３ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�

しんしゅん

新春ステークス
発走１５時４５分 （芝・右・外）

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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

２３ トーセンイマジゲン 牡７栗 ５７ 秋山真一郎島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：２１．４ ２３．５�

３５ スペルバインド 牝６鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５１４－ ４１：２１．５� ９．７�
２４ ノボリデューク 牡６青 ５７ 石橋 守原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４９２± ０１：２１．６� ６６．２�
７１４ ボーダレスワールド 牡６鹿 ５７ U．リスポリ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６１：２１．９２ ４．９�

（伊）

８１５� セイウンワキタツ 牡８鹿 ５７ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.
Herbener Jr. ４８６－ ２ 〃 アタマ ２８８．２�

７１３ マイネルプルート 牡７黒鹿５７ 川島 信二 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７０＋１４１：２２．０クビ ９０．５


６１２ シゲルモトナリ 牡４黒鹿５６ 幸 英明森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１０－１０ 〃 クビ ４．６�
４７ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ F．ベリー セゾンレースホース	 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４９６＋ ２ 〃 アタマ ９１．１�

（愛）

５１０ ドリームバレンチノ 牡４青 ５６ 松山 弘平セゾンレースホース	 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ２１：２２．１クビ ９．０
６１１ ベイリングボーイ 牡７栗 ５７ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６４＋ ４１：２２．３１� ２４４．１�
１１ デリキットピース 牝５黒鹿５５ 四位 洋文 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３４－ ６ 〃 アタマ ７．３�
４８ タイガーストーン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５１０＋ ４１：２２．６１	 １７．７�
３６ マイネルカリバーン 牡４黒鹿５６ 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５２４＋１０１：２２．７クビ ３．６�
１２ イセノスバル 牡５青 ５７ 熊沢 重文大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２８＋ ６１：２２．８	 ２８．７�
５９ アスドゥクール 牝６栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４± ０１：２３．４３� ３４．９�
８１６ コスモクリスタル 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４８０± ０１：２４．５７ １７９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７３，１２８，８００円 複勝： １２２，６２０，２００円 枠連： ７８，２３４，０００円

普通馬連： ３７２，７１９，８００円 馬単： １９６，９２７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１６，７０９，０００円

３連複： ５００，５６１，５００円 ３連単： ９０９，７４０，７００円 計： ２，３７０，６４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ６４０円 � ３２０円 � １，８６０円 枠 連（２－３） １，９４０円

普通馬連 �� ７，３５０円 馬 単 �� １７，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５２０円 �� ９，７３０円 �� ７，７５０円

３ 連 複 ��� １２２，０９０円 ３ 連 単 ��� ８０２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ７３１２８８ 的中 � ２４５７８（８番人気）
複勝票数 計１２２６２０２ 的中 � ４９６４０（８番人気）� １１３３４０（５番人気）� １５６５６（１１番人気）
枠連票数 計 ７８２３４０ 的中 （２－３） ２９８０３（１０番人気）
普通馬連票数 計３７２７１９８ 的中 �� ３７４２８（２７番人気）
馬単票数 計１９６９２７３ 的中 �� ８５２０（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１６７０９０ 的中 �� １１５８５（３０番人気）�� ２９２９（６７番人気）�� ３６８５（５７番人気）
３連複票数 計５００５６１５ 的中 ��� ３０２６（２０６番人気）
３連単票数 計９０９７４０７ 的中 ��� ８３７（１２３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．４―１１．４―１１．５―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．７―４６．１―５７．６―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．３
３ ４，６（１０，１２）３（９，１６）（８，１３）（１，１４）（２，１５）（５，１１）７ ４ ４（６，１０，１２）（３，１６）（９，１３）１（８，１４）（５，２，１５）（７，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンイマジゲン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．５．１３ 東京１着

２００４．５．４生 牡７栗 母 サワヤカプリンセス 母母 スコツチプリンセス １５戦５勝 賞金 ７０，６３７，０００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 アマノトレンディー号・エスカーダ号・エーシンビーセルズ号・ゲットブラック号・ショウナンタキオン号・

セトノアンテウス号・トーホウシンバル号・ピエナポパイ号・メイショウシオギリ号・ロリンザーユーザー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０１０２４ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�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 １０，４００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１６ トーホウチェイサー 牡４栗 ５６ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８８＋ ８１：１１．３ ６．２�

６１２� ギンザナイト 牡６栗 ５７ 岩田 康誠齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane
Farms, Inc. ５１２＋１２ 〃 クビ ９．０�

２４ ベ ネ ラ 牝４栗 ５４ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７２＋ ２１：１１．９３	 １６．５�
４８ ブルーデジャブ 
４芦 ５６

５５ ☆国分 恭介 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５０８± ０１：１２．０クビ １７．１�

２３ ピュアマリーン 牝５栗 ５５ 芹沢 純一�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５８＋ ８１：１２．１	 ２８．３�
３５ メイショウトリノ 牡４鹿 ５６

５４ △高倉 稜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４９０－ ４１：１２．２	 ５．０	
８１５ マヤフィオーレ 牝５栗 ５５ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ １６５．０

１２ ゴッドフェニックス 牝５黒鹿５５ U．リスポリ青山 洋一氏 池江 泰郎 日高 下河辺牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ９．３�

（伊）

４７ ハードリレー 牡７栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 鈴木 孝志 静内 漆原 武男 ４５６－ ２１：１２．３	 ２１１．３�
６１１ マルカバッケン 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７６＋１０１：１２．４� ４．１
５９ フィールドシャイン 牡４栗 ５６ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：１２．５クビ ５．６�
１１ � ヒシアカデミー 牡５青鹿５７ 吉田 稔阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５４８＋１０１：１２．７１� １６．６�
（愛知）

７１３ ライコウテンユウ 牡６栗 ５７
５４ ▲国分 優作内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５３６＋ ２ 〃 ハナ ３１９．０�

５１０ カミヒコーキ 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ５１２＋ ４１：１３．０１� ９０．７�
３６ タマモハーバー 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４６６－ ４ 〃 クビ １２８．１�
７１４ メイショウタカチホ 牡５栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦松本 和子氏 高橋 隆 静内 岡田牧場 ４８０＋ ６１：１３．２１� １０６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，９５７，７００円 複勝： ８５，５３６，５００円 枠連： ５７，８２９，３００円

普通馬連： １８４，４１４，７００円 馬単： １０３，９６７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，８７４，７００円

３連複： ２５３，４４２，１００円 ３連単： ４５２，３４０，３００円 計： １，２６２，３６２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２１０円 � ３００円 � ４６０円 枠 連（６－８） ７５０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ４，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� １，８９０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� １３，０３０円 ３ 連 単 ��� ６７，８００円

票 数

単勝票数 計 ５４９５７７ 的中 � ６９８６５（４番人気）
複勝票数 計 ８５５３６５ 的中 � １２８６９１（１番人気）� ７５４２２（６番人気）� ４２７２３（７番人気）
枠連票数 計 ５７８２９３ 的中 （６－８） ５７０２８（１番人気）
普通馬連票数 計１８４４１４７ 的中 �� ５５７１５（８番人気）
馬単票数 計１０３９６７２ 的中 �� １６１７８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９８７４７ 的中 �� １８４１７（１１番人気）�� ９０２０（３１番人気）�� ７３８９（３７番人気）
３連複票数 計２５３４４２１ 的中 ��� １４３６４（５３番人気）
３連単票数 計４５２３４０３ 的中 ��� ４９２４（２５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１１．６―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４６．５―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウチェイサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１２．６ 阪神４着

２００７．５．２生 牡４栗 母 トーホウビーナス 母母 イティサール ８戦３勝 賞金 ２８，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アナモリ号・オーシャンカレント号・ワンモアグリッター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２３京都１）第２日 １月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９３，４３０，０００円
７，４８０，０００円
８，６３０，０００円
１，４３０，０００円
１８，２８０，０００円
６３，６２３，０００円
４，７５８，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３９１，６５３，２００円
７０９，１１２，８００円
３４７，６５１，９００円

１，３００，６９１，４００円
８３７，９３０，６００円
５０１，５７２，２００円

１，７６５，８４９，６００円
３，２３０，８４３，０００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 ９，０８５，３０４，７００円

総入場人員 １７，５２３名 （有料入場人員 １６，０９６名）


