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０１０２５ １月９日 曇 良 （２３京都１）第３日 第１競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４ クローバーリーフ 牝３鹿 ５４ U．リスポリ吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４１：５５．５ ２．３�
（伊）

８１６ ビューワールド 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦キャピタルクラブ 白井 寿昭 浦河 平成ファーム ４６６＋ ４１：５６．３５ ７．４�

３５ ユウキオジョウー 牝３栗 ５４ 池添 謙一ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４２８－ ６１：５６．６１� １１７．６�
４７ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２ 〃 アタマ ３１．４�
６１１ チ カ リ ン ダ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６２± ０１：５６．９２ ２７．６�
１１ ヒラボクウィン 牝３栗 ５４ 安藤 勝己�平田牧場 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ２１：５７．０� ６．０�
２４ フ ロ ー ガ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 	キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム B５２４－ ２ 〃 ハナ ５．１

１２ ホワイトアルバム 牝３芦 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５００＋ ６ 〃 アタマ ８．４�
６１２ オンワードデューク 牝３栗 ５４ 川島 信二�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４３８＋ ８１：５７．１クビ ２８２．５�
４８ カイアナイト 牝３青鹿５４ 小牧 太 	キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ６ 〃 ハナ ４２．９
５９ オカノジョーカー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠	向別牧場 鮫島 一歩 浦河トラストスリーファーム ４５２－１８ 〃 ハナ ３８．７�
５１０ メジロマリシテン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文	メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２＋ ８１：５８．２７ １５．３�
２３ サンキューフライト 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦井高 義光氏 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 ４５４－ ２１：５８．６２� ２４１．１�
７１３ クリノサティーヌ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 パカパカ
ファーム ４５８－ ８１：５８．７� ３６４．４�

８１５ ヒ ミ ノ ナ ナ 牝３黒鹿５４ 酒井 学佐々木八郎氏 鈴木 孝志 日高 福満牧場 ４１０－ ６１：５８．８� ４１３．４�
３６ キラウェアミスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作宮川 純造氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４００± ０１：５９．１１� ２９５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４９，４００円 複勝： ３３，８８１，９００円 枠連： １６，２７４，０００円

普通馬連： ５０，３０５，８００円 馬単： ３６，３５２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２６５，４００円

３連複： ７５，７６０，８００円 ３連単： １１１，１７４，０００円 計： ３６７，２６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ２，５９０円 枠 連（７－８） ９６０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ５，６６０円 �� １２，２３０円

３ 連 複 ��� ２７，５５０円 ３ 連 単 ��� ７１，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２４９４ 的中 � ６９８９５（１番人気）
複勝票数 計 ３３８８１９ 的中 � ９８６８８（１番人気）� ３３４８４（５番人気）� ２２２４（１１番人気）
枠連票数 計 １６２７４０ 的中 （７－８） １２５１４（４番人気）
普通馬連票数 計 ５０３０５８ 的中 �� ３６４７５（３番人気）
馬単票数 計 ３６３５２８ 的中 �� １６６１９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２６５４ 的中 �� １３４１５（５番人気）�� ９６１（４１番人気）�� ４４１（５８番人気）
３連複票数 計 ７５７６０８ 的中 ��� ２０３０（６９番人気）
３連単票数 計１１１１７４０ 的中 ��� １１５１（２１８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１３．５―１３．９―１４．０―１３．１―１２．３―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３７．３―５１．２―１：０５．２―１：１８．３―１：３０．６―１：４２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クローバーリーフ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．６．２６ 阪神４着

２００８．４．２生 牝３鹿 母 レースウィング 母母 レ ー ス ７戦１勝 賞金 １３，３００，０００円
※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 エクセレントブルー号・シゲルブイン号
※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。

０１０２６ １月９日 曇 良 （２３京都１）第３日 第２競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１６ ダイシンワイルド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４７６＋ ６１：１４．４ ４．３�

７１４ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４７０－ ４ 〃 アタマ ６．９�
４７ スズカセクレターボ 牡３栗 ５６ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ４１：１４．６１� ４．８�
２３ マルブツマスター 牡３栗 ５６ 和田 竜二大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４８２－ ２１：１４．７� １９．０�
１１ ジュライザセヴンス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：１４．９１� ２．６�
８１５ メイショウディノス 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ ５３．５�
６１２ ダノンスプリーム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４４２－ ２１：１５．１１� ２３．１	
６１１ アリスバローズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦猪熊 広次氏 武田 博 新冠 川島牧場 ４４６± ０１：１５．５２� ２８９．２

２４ メイショウサリマン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４８４＋ ４１：１５．７１� ３９．４�
４８ ヤマニンアルシェ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４８８－ ２１：１６．０１� ８４．１�
５９ アイアンセラヴィ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６＋２２１：１６．１� １８．５
３５ ウォーターリコシェ 牝３栗 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４０２＋ ６１：１６．３１� ３２９．７�
７１３ キョウワブリット 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４７０－ ２１：１６．４クビ １０５．９�
３６ マウシャーレ 牡３栗 ５６ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４４２＋ ２ 〃 クビ ３１．０�
５１０ ヤングラッシュ 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 ４６６＋ ８１：１７．０３� ３７．８�
１２ タマモルーキー 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ５０８＋ ８ 〃 ハナ ２５６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３０，９００円 複勝： ３３，１６０，９００円 枠連： １５，１６８，０００円

普通馬連： ５３，４１２，４００円 馬単： ４０，０００，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９９９，３００円

３連複： ８１，６９３，１００円 ３連単： １１９，７７７，４００円 計： ３８９，５４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，３３０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ５７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� １７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３０９ 的中 � ３８０３７（２番人気）
複勝票数 計 ３３１６０９ 的中 � ５１９６１（２番人気）� ３７１９２（４番人気）� ４６５９２（３番人気）
枠連票数 計 １５１６８０ 的中 （７－８） ８４４９（７番人気）
普通馬連票数 計 ５３４１２４ 的中 �� ２４５３６（６番人気）
馬単票数 計 ４００００９ 的中 �� １０４６１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９９９３ 的中 �� １５５４２（４番人気）�� １１１５９（６番人気）�� ８８６５（７番人気）
３連複票数 計 ８１６９３１ 的中 ��� ２０８９０（５番人気）
３連単票数 計１１９７７７４ 的中 ��� ５１３９（４５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．５―１２．７―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．１―３６．６―４９．３―１：０１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．６．２７ 阪神４着

２００８．４．２生 牡３鹿 母 ヤ ナ ビ 母母 Halholah ７戦１勝 賞金 ７，８５０，０００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） ２頭 イソノヴィーナス号・コウエイボルト号
（非抽選馬） ３頭 ジャマイカジョー号・ツルミアクセル号・マスターゾロアーク号

第１回　京都競馬　第３日



０１０２７ １月９日 曇 良 （２３京都１）第３日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１２ メイショウヘイハチ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５３６＋ ６１：５６．１ １０．８�

７１３ サトノサミット 牡３芦 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋ ８ 〃 クビ ６．９�
８１６ デルマインドラ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ５４０－ ６１：５６．３１� ３．５�
２４ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４８８＋ ４１：５６．９３� ４．４�
３５ ジョーアポロン 牡３芦 ５６ 川島 信二上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４９０＋１０１：５７．０� １０３．５�
３６ シルバーチーフ 牡３芦 ５６ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ９４．７�
４８ ネオザスティング 牝３栗 ５４ 浜中 俊小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：５７．３２ ４９．９�
４７ ビ ー ム 牡３鹿 ５６ 小牧 太小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５２０＋ ６１：５７．５� ３．４	
６１１ ギヴンザウイング 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜ドラゴンヒルズホースクラブ 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４８２－ ２１：５７．９２� ３０．９

１２ ボールドキング 牡３青鹿５６ U．リスポリ増田 陽一氏 中村 均 青森 柏木 善治 ４８０± ０１：５８．２２ ２９．０�

（伊）

５９ テイエムエビスオー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８０＋ ６１：５８．５２ １６８．８�
８１５ コウエイニコニコ 牡３黒鹿５６ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４８０－ ２１：５８．８１� １６．９
２３ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５１４± ０１：５８．９� ９０．２�
７１４ キョウワパフューム 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４３４－１０２：００．１７ ５７．８�
５１０ グローバルチャージ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４８４＋１４２：０１．３７ ８８．２�

（１５頭）
１１ カネトシパシュート 牡３栗 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，７０３，５００円 複勝： ３３，６５２，０００円 枠連： １７，７６１，８００円

普通馬連： ５４，０３９，１００円 馬単： ３７，７５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５５８，１００円

３連複： ７７，２４０，３００円 ３連単： １２０，１８９，２００円 計： ３８４，８９９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２７０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（６－７） ２，３８０円

普通馬連 �� ３，３６０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ７９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� ３３，６３０円

票 数

単勝票数 差引計 １９７０３５（返還計 ７１） 的中 � １４４９８（５番人気）
複勝票数 差引計 ３３６５２０（返還計 ８３） 的中 � ２７０５６（５番人気）� ３９２８９（４番人気）� ７８４１３（１番人気）
枠連票数 差引計 １７７６１８（返還計 ４ ） 的中 （６－７） ５５２１（１１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５４０３９１（返還計 ３３９） 的中 �� １１８７９（１２番人気）
馬単票数 差引計 ３７７５５９（返還計 １５６） 的中 �� ３６９０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４５５８１（返還計 １８７） 的中 �� ６０８３（１２番人気）�� ７５５０（８番人気）�� １３１０５（４番人気）
３連複票数 差引計 ７７２４０３（返還計 ９２７） 的中 ��� １５５３１（１１番人気）
３連単票数 差引計１２０１８９２（返還計 １５７２） 的中 ��� ２６３８（９５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１３．６―１３．０―１３．７―１３．５―１３．３―１２．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．５―３７．１―５０．１―１：０３．８―１：１７．３―１：３０．６―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３８．８
１
３
１１，１６（９，１２，１５）１４，７（２，４，１０）８－１３－３，６－５・（１１，１０）（１６，４）（１２，１５）（９，１４，８）（７，１３）２（３，６，５）

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

勝馬の
紹 介

メイショウヘイハチ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Dehere デビュー ２０１０．１２．５ 阪神８着

２００８．５．４生 牡３黒鹿 母 ケーキカット 母母 トリムカット ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔出走取消〕 カネトシパシュート号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グローバルチャージ号は，平成２３年３月９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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アクアシャンデリア号・グランオペラ号・ゴールデンアスク号・ゴールドロジャー号・スマートリブレ号・

タイソンバローズ号・タガノエテルネル号・ディープタッチ号・メダリオンスター号
※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。

０１０２８ １月９日 晴 良 （２３京都１）第３日 第４競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４７ メイショウマシュウ 牡３黒鹿５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８６ ―１：１３．８ ９７．４�

４６ ホクトキングダム 牡３青鹿５６ 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 ４９２ ―１：１４．２２� ３７．２�
６１１ マッキンリー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 ５１０ ―１：１４．６２� ５．５�
８１４ トシザツンツン 牡３芦 ５６ 川田 将雅上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８８ ―１：１５．１３ １０．３�
５９ ケイエスキセキ 牡３栗 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４７６ ―１：１６．８大差 １０４．１�
７１３ ヤマカツレインボー 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真山田 博康氏 小島 貞博 浦河 北俣 益男 ４９８ ―１：１６．９� ８２．２�
５８ マヤノラスティー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 高橋 忍 ５０２ ―１：１７．１１� ３８．７	
８１５ ナリタワイルド 牡３栗 ５６ 池添 謙一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５０４ ―１：１７．２� ５９．４

２２ サンドイシュー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦大谷 正嗣氏 白井 寿昭 新ひだか 元茂 義一 ４８４ ―１：１７．５１� ６５．５�
３５ エーシンジャイヴ 牝３鹿 ５４ 武 豊�栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 ４７８ ―１：１７．７１ １．６�
７１２ ビッグゴーゴー 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介ビッグ 五十嵐忠男 浦河 今井 秀樹 ４３２ ―１：１８．２３ ２０．５�
１１ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６ 秋山真一郎吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４５０ ―１：１８．３� ７．１�
６１０ ナムラシャングリラ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ３９６ ―１：１８．４� ３９４．８�
３４ ワタシミリョク 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ５０４ ―１：１８．５� １１４．９�
２３ メイショウミカワ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２ ―１：２０．３大差 １４２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，５９３，６００円 複勝： ３９，０４１，５００円 枠連： １６，８７９，０００円

普通馬連： ５２，２３６，４００円 馬単： ４８，７８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６２５，８００円

３連複： ６７，０３０，０００円 ３連単： １３８，０２１，６００円 計： ４０９，２０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，７４０円 複 勝 � ２，２２０円 � ８６０円 � ２４０円 枠 連（４－４） ４３，７１０円

普通馬連 �� ５１，８２０円 馬 単 �� １７１，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，３７０円 �� ３，６００円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� １１９，７８０円 ３ 連 単 ��� １，３９５，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２３５９３６ 的中 � １９１０（１１番人気）
複勝票数 計 ３９０４１５ 的中 � ４００３（１１番人気）� １０９９１（６番人気）� ５３５３６（２番人気）
枠連票数 計 １６８７９０ 的中 （４－４） ２８５（３３番人気）
普通馬連票数 計 ５２２３６４ 的中 �� ７４４（６１番人気）
馬単票数 計 ４８７８１８ 的中 �� ２１０（１２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６２５８ 的中 �� ５５２（６３番人気）�� １６１３（３１番人気）�� ３１２９（２０番人気）
３連複票数 計 ６７０３００ 的中 ��� ４１３（１６８番人気）
３連単票数 計１３８０２１６ 的中 ��� ７３（１１１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１２．８―１２．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．９―１：０１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマシュウ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

２００８．４．１生 牡３黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウミカワ号は，平成２３年２月９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アキノカリン号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）



０１０２９ １月９日 晴 良 （２３京都１）第３日 第５競走 ��２，０００�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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

６１１ エーシンミズーリ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４５８＋ ２２：０１．３ １．７�

２４ サクラプリエール 牝３黒鹿５４ U．リスポリ�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４６４－ ２２：０１．７２� ６．９�
（伊）

１２ スーサングレート 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ５００＋ ２ 〃 ハナ ６．３�
３６ ダ ノ ン ミ ル 牡３栗 ５６ 川田 将雅�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６６－ ２２：０１．９１� ８．３�
７１３ レッドシェリフ 牡３栗 ５６ 上村 洋行 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６８－ ２２：０２．３２� １５．４�
２３ ミラクルアイヴァー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介臼井義太郎氏 池上 昌弘 新冠 北星村田牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ １４４．４�
５９ オーソーキューティ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平 	サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８－ ２２：０２．５１� ３９．７


７１４ メイケイダンサー 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４６６＋ ８２：０２．６� ３３１．２�
６１２ ライトレール 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４５６－１０２：０２．８１ １８．６�
４７ ネオザミスティック 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５２－ ８２：０３．０１� ４６．７
３５ ハードピーニャ 牡３栗 ５６ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４８２± ０２：０３．６３� １８７．３�
１１ ウインテイクオフ 牡３黒鹿５６ 幸 英明�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ８２：０４．５５ ３１．４�
５１０ エルドラドゴールド 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 茂氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４９８－ ２２：０５．６７ ２８２．５�
８１６ エ ル ク ロ ス 牝３青鹿５４ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド ４４２＋ ２ 〃 ハナ ２９９．０�
８１５ メイショウシレトコ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４５８－ ８２：０５．８１� １５１．８�
４８ カネトシグレース 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介兼松 利男氏 高木 登 むかわ 上水牧場 ４５８± ０２：０９．６大差 １４４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５０５，８００円 複勝： ６４，５１９，５００円 枠連： １８，５７１，１００円

普通馬連： ６６，８３０，８００円 馬単： ５７，０１７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６５９，７００円

３連複： ９５，６８９，２００円 ３連単： １８４，８６２，０００円 計： ５５０，６５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（２－６） ５８０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ３，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３０５０５８ 的中 � １４６５２４（１番人気）
複勝票数 計 ６４５１９５ 的中 � ３１０７８７（１番人気）� ６３４７９（３番人気）� ９８４９５（２番人気）
枠連票数 計 １８５７１１ 的中 （２－６） ２３９８３（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６８３０８ 的中 �� ８０１７７（３番人気）
馬単票数 計 ５７０１７８ 的中 �� ４５１２４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６５９７ 的中 �� ３０１７７（３番人気）�� ５２３０７（１番人気）�� １３８２３（７番人気）
３連複票数 計 ９５６８９２ 的中 ��� ７７３９８（２番人気）
３連単票数 計１８４８６２０ 的中 ��� ４０４６２（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．９―１２．４―１２．３―１２．９―１２．７―１２．２―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３５．２―４７．６―５９．９―１：１２．８―１：２５．５―１：３７．７―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンミズーリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．３０ 京都３着

２００８．３．１５生 牡３黒鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシグレース号は，平成２３年２月９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 レリシェス号
（非抽選馬） ５頭 アクアブルーコナー号・ギュスターヴクライ号・ダイナミックワルツ号・マイネルフィロス号・ユキノミラクル号
※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。

０１０３０ １月９日 晴 良 （２３京都１）第３日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

８１６ ウ ア ジ ェ ト 牝３黒鹿５４ 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 ４７０ ―１：３５．６ ２１．３�

５９ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７０ ―１：３６．０２� ２．１�
４８ シルクフラッシュ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４５２ ―１：３６．３１� ５３．１�
７１４ マヤノクレド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６０ ―１：３６．５１ ７．１�
３６ チュウワキングダム 牡３栗 ５６ 秋山真一郎中西 忍氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：３６．７１� １３．０�
２４ マイネピース 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 コスモヴューファーム ４４６ ― 〃 ハナ ９０．９�
６１１ タカオノボル 牡３黒鹿５６ 小林慎一郎櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４３８ ―１：３７．０１� １２０．５	
１１ マンテンリューマ 牡３青鹿５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４６２ ―１：３７．２１� ９２．７

２３ 	 エーシンイオマンテ 牡３鹿 ５６ 武 豊�栄進堂 岡田 稲男 愛 Peter and

Jackie Grimes ４７６ ―１：３７．３� ３．９�
７１３ アスクドラゴン 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作廣崎 利洋氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４５６ ― 〃 クビ ２１９．３�
１２ パンドラクラウン 牝３黒鹿５４ 小牧 太栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４２０ ― 〃 ハナ ３３．４
８１５ ナリタサジタリウス 牡３栗 ５６ 幸 英明�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５４ ―１：３７．４クビ １４．７�
５１０ オールザヴォーグ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４０６ ―１：３７．７２ １１０．５�
３５ デスペラード 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４８０ ―１：３８．１２� ２８．０�
６１２ タマモダリア 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４２６ ― 〃 アタマ ２１．２�
４７ ナンヨーリリー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平中村 �也氏 山内 研二 浦河 三好牧場 ４７４ ―１：４９．０大差 ７１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７３５，６００円 複勝： ３１，８４４，７００円 枠連： １８，７５６，８００円

普通馬連： ５５，５１２，８００円 馬単： ４３，４８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２７２，５００円

３連複： ７６，３７４，８００円 ３連単： １２５，５２７，０００円 計： ３９９，５０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１３０円 複 勝 � ４００円 � １４０円 � ９９０円 枠 連（５－８） ７００円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ６，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ６，６３０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ２５，１５０円 ３ 連 単 ��� １６２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２２７３５６ 的中 � ８４２２（７番人気）
複勝票数 計 ３１８４４７ 的中 � １７２１１（７番人気）� ９２５８６（１番人気）� ６０５５（１０番人気）
枠連票数 計 １８７５６８ 的中 （５－８） ２００４２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５５１２８ 的中 �� １９８４０（８番人気）
馬単票数 計 ４３４８３６ 的中 �� ４８１９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２７２５ 的中 �� ７８２７（８番人気）�� ９０３（５４番人気）�� ３４６２（２１番人気）
３連複票数 計 ７６３７４８ 的中 ��� ２２４２（７４番人気）
３連単票数 計１２５５２７０ 的中 ��� ５７０（３９８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１２．０―１２．４―１２．０―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．５―５９．９―１：１１．９―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７
３ １６，９（１２，１４）４（３，８）（２，１）６（５，１３）（１０，１５）１１＝７ ４ １６，９（１２，１４）４，８（３，１）（２，６）（１３，１５）－（１０，１１）－５＝７

勝馬の
紹 介

ウ ア ジ ェ ト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Mud Route 初出走

２００８．５．３生 牝３黒鹿 母 リーチトゥピース 母母 Waki Betty １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨーリリー号は，平成２３年２月９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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エーシンバリントン号



０１０３１ １月９日 晴 良 （２３京都１）第３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）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ エーシンスポール 牝４黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７２－ ４１：１２．８ ３．２�

８１６ サマーソング 牝４鹿 ５４ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－１４１：１３．１１� １６．７�
３６ サクラナスカ 牝５黒鹿 ５５

５３ △高倉 稜�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４１６－１４１：１３．２� ５．２�
４８ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５４＋ ６１：１３．３クビ ５２．０�
８１５ メジロブラボー 牝５芦 ５５ U．リスポリ�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ３３．１�

（伊）

７１４ ザッハトルテ 牝４芦 ５４ 武 豊永田 和彦氏 坂口 正大 日高 森永牧場 ４２６± ０ 〃 クビ ８．０	
３５ � スズカスコール 牝５栗 ５５

５４ ☆松山 弘平永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４７０－ ４１：１３．４� ２０６．９

７１３ オデットシチー 牝５黒鹿５５ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４８６＋ ２１：１３．９３ ４．８�
４７ コ ル ド バ 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ６１：１４．０クビ １１．３�
１２ ラブエーヤン 牝４鹿 ５４ 浜中 俊小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ２１：１４．１� ９６．５
２４ � オンフルール 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ２１：１４．２� １５．７�
５９ ワ シ リ ー サ 牝４鹿 ５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ４４６－ ８１：１４．６２� ７７．０�
２３ デンコウワン 牝４黒鹿５４ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４２０＋ ２ 〃 クビ １２２．６�
６１１ キャロルロゼ 牝４鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５２－１１１：１４．８１� ２３６．６�
６１２ ダンツミラション 牝４鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 田上 稔 ４３６＋ ４１：１５．０１� ４６．９�
５１０ メリュジーヌ 牝５鹿 ５５ 柴原 央明�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４５６＋１０１：１６．０６ １０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９５３，４００円 複勝： ４１，８３１，７００円 枠連： ２４，１４１，５００円

普通馬連： ７８，２４２，２００円 馬単： ５０，５６０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０６６，９００円

３連複： １０６，５９３，４００円 ３連単： １７０，７３２，２００円 計： ５３２，１２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � １９０円 枠 連（１－８） ２，０５０円

普通馬連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ４４０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ５，４６０円 ３ 連 単 ��� ３７，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２７９５３４ 的中 � ７０５７１（１番人気）
複勝票数 計 ４１８３１７ 的中 � ８０７５６（１番人気）� ２２０２２（８番人気）� ６１４２２（３番人気）
枠連票数 計 ２４１４１５ 的中 （１－８） ８７１４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７８２４２２ 的中 �� ２０１５６（１２番人気）
馬単票数 計 ５０５６０４ 的中 �� ９３２４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０６６９ 的中 �� ８２０７（１３番人気）�� １９６０９（２番人気）�� ５３９８（２０番人気）
３連複票数 計１０６５９３４ 的中 ��� １４４１１（１６番人気）
３連単票数 計１７０７３２２ 的中 ��� ３３８１（１１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．１―１２．０―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．８―４７．８―１：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
３ １０（１，６）１３（２，１４）（８，７）（３，１５）９（５，１６）（１１，１２）４ ４ ・（１０，１）（６，１３）（２，１４）（８，７）１５，３，１６（５，９）１２（４，１１）

勝馬の
紹 介

エーシンスポール �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．１２．５ 阪神３着

２００７．２．２４生 牝４黒鹿 母 エイシンブレーン 母母 Hot Love ７戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヴンダーゾンネ号
（非抽選馬） ３頭 ビーチパーティー号・ミキノクレシェンド号・ミッキーマドラー号
※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。

０１０３２ １月９日 晴 良 （２３京都１）第３日 第８競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

７１４ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５６ U．リスポリ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５５２－ ８１：２４．９ ３．５�
（伊）

４８ シゲルケンシン 牡４鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４８０＋ ８１：２５．２２ ５．６�
４７ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９４＋ ８１：２５．６２� ３．０�
５９ スズカイルマン 牡４栗 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ５００＋ ４１：２６．０２� １６．０�
３５ サダムトウコン 牡４黒鹿５６ 上村 洋行大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４７２＋ ２１：２６．１� ５０．３�
１２ レッドジール 牡５栗 ５７ 池添 謙一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ６ 〃 クビ ７．６	
１１ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４８０± ０１：２６．２クビ ２９．５

３６ � ホウショウマツエ 牝４栗 ５４

５２ △高倉 稜芳賀 吉孝氏 牧浦 充徳 米 Green
Gates Farm ４７２＋１６１：２６．４１	 １２９．３�

５１０ ブルーライジング 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ ４９．６�
６１２ メイショウモネ 牡５芦 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４５６＋ ２１：２６．６１	 ４９．３
８１５ クレスコワンダー 牡８栗 ５７ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８１：２６．７� １８．７�
８１６ ハナノシンノスケ 牡４鹿 ５６ 酒井 学池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ４１：２６．９１	 １９．２�
２３ � アースワーク 牡４鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 米 Betty L. Mabee
& Larry Mabee ５３０＋２０１：２７．７５ ４８．６�

２４ 
 ヘイセイユニバース 牡５黒鹿５７ 小林 徹弥松岡 研司氏 作田 誠二 浦河 平成ファーム ４９２＋ ２１：２７．９� １７２．６�
７１３ ケンブリッジシーザ 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介中西 健造氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ １５４．７�
６１１ キクノフェーデ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５００－１２１：２９．９大差 ３４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，４５５，７００円 複勝： ５５，６２９，７００円 枠連： ３４，７４２，８００円

普通馬連： １０７，９４２，８００円 馬単： ６８，６１０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，０９２，０００円

３連複： １４７，６３８，２００円 ３連単： ２４１，６４１，９００円 計： ７３３，７５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（４－７） ４４０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ３３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ７，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３２４５５７ 的中 � ７３９５２（２番人気）
複勝票数 計 ５５６２９７ 的中 � ７５９７０（３番人気）� ９２５６２（２番人気）� １４０８４０（１番人気）
枠連票数 計 ３４７４２８ 的中 （４－７） ５８９６０（１番人気）
普通馬連票数 計１０７９４２８ 的中 �� ６０２３４（４番人気）
馬単票数 計 ６８６１０８ 的中 �� ２３３４０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５０９２０ 的中 �� １６２７７（５番人気）�� ３５１１５（２番人気）�� ４４７３８（１番人気）
３連複票数 計１４７６３８２ 的中 ��� ８２９６７（１番人気）
３連単票数 計２４１６４１９ 的中 ��� ２４４９０（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．３―４７．６―５９．９―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インペリアルマーチ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１．１７ 京都１着

２００７．５．８生 牡４黒鹿 母 キョウエイマーチ 母母 インターシャルマン ６戦２勝 賞金 ２４，６４２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ナムラカイシュウ号・マジックアロー号
※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。



０１０３３ １月９日 晴 良 （２３京都１）第３日 第９競走 ��
��２，０００�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走１４時３５分（番組第１０競走を順序変更） （芝・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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ � エーシンジーライン 牡６黒鹿５７ 武 豊�栄進堂 岡田 稲男 米 Winches-
ter Farm ４９８－ ４２：００．３ ４．３�

４４ ロードオブザリング 牡４鹿 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ５１２＋１４２：００．５１� ３．９�
２２ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５６ 和田 竜二田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４４６＋ ２２：００．７１	 １１．３�
８８ ブラストダッシュ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７２± ０２：００．８クビ ３．６�
３３ シゲルフセルト 牡６鹿 ５７ 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４６８－ ６ 〃 クビ ２０．４�
７７ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５７ 酒井 学吉田 和子氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ８２：０１．０１	 ８８．８�
５５ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５７ 川田 将雅	大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ４２：０１．２１� ４．５

６６ マイネルアトレ 牡６栗 ５７ U．リスポリ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４６６＋ ８２：０１．３クビ １３．４�
（伊）

８９ モーニングフェイス 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ５０６＋１８２：０２．８９ ２３．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３９，３７９，５００円 複勝： ６１，５２２，４００円 枠連： ２４，９５７，４００円

普通馬連： １２７，０２７，２００円 馬単： ８８，３６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８４４，２００円

３連複： １５１，７１５，５００円 ３連単： ３７７，１２３，９００円 計： ９１２，９３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（１－４） ９５０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，９７０円 ３ 連 単 ��� １４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３９３７９５ 的中 � ７３１８２（３番人気）
複勝票数 計 ６１５２２４ 的中 � ９４０７７（４番人気）� １１８１７８（２番人気）� ４８８４０（５番人気）
枠連票数 計 ２４９５７４ 的中 （１－４） １９４２１（５番人気）
普通馬連票数 計１２７０２７２ 的中 �� １０５５１５（５番人気）
馬単票数 計 ８８３６７６ 的中 �� ３６５０３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８４４２ 的中 �� ２８７１１（５番人気）�� １２８５２（１２番人気）�� １４５１６（８番人気）
３連複票数 計１５１７１５５ 的中 ��� ３７７０９（１１番人気）
３連単票数 計３７７１２３９ 的中 ��� １９８３６（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３６．９―４９．３―１：０１．４―１：１３．８―１：２５．８―１：３７．３―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．５
１
３
１，８（３，９）４，５，２，６，７
１，８（３，９）４，５（２，６）７

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジーライン 
�
父 Giant’s Causeway 

�
母父 Danzig デビュー ２００７．８．５ 小倉６着

２００５．４．１６生 牡６黒鹿 母 Lady Danz 母母 Classic Crown ３０戦５勝 賞金 １０１，３１１，０００円
※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。

０１０３４ １月９日 曇 良 （２３京都１）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

ご じ ょ う ざ か

五 条 坂 特 別
発走１５時１０分（番組第９競走を順序変更） （ダート・右）

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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５８ タガノジンガロ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５０４＋ ２１：５１．７ １．８�

６９ フェイマステイル 牡５鹿 ５７ 武 豊 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：５２．０２ １５．９�
３３ ヒカリコーズウェー �６鹿 ５７ 赤木高太郎當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２２＋１０１：５２．４２� １５．５�
２２ バトルブリンディス 牡６青鹿５７ 藤田 伸二宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６６－ ２１：５２．７２ １７．６�
４５ ナリタスプリング 牡４青鹿５６ 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５００＋ ２１：５２．９１	 ４．５	
３４ パワーエース 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４８４－ ６ 〃 アタマ ２４１．４

８１３ キンショーダンデー 牡４栗 ５６ 浜中 俊礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８４＋ ２１：５３．０クビ ６．８�
８１４
� エ シ ス 牡６芦 ５７ 安藤 光彰藤田 孟司氏 大根田裕之 米 Winches-

ter Farm ５１４± ０１：５３．２１	 ３５７．８�
７１１ コートユーフォリア 牡７栗 ５７ 川田 将雅前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ５０４＋ ４１：５３．８３� １７６．６
５７ ナムラフューチャー 牡６鹿 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４８８＋ ４１：５３．９� ２５．７�
７１２ テーオーケンジャ 牡４栗 ５６ U．リスポリ小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ４９２－ ６１：５４．１� ３０．４�

（伊）

４６ � タガノショータイム 牡７黒鹿５７ 小牧 太八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 川越牧場 ５１２± ０１：５４．２� ２９．６�
１１ ゴールドスミス 牡７鹿 ５７ 和田 竜二 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９２－ ８１：５４．５１� ５７．２�
６１０ エ バ ー モ ア 牡７鹿 ５７ 上村 洋行圓城 正男氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４９２－１０１：５４．９２� ２６７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，９９４，７００円 複勝： ７３，８９２，６００円 枠連： ３８，０５３，９００円

普通馬連： １６８，８２１，８００円 馬単： １１６，３３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，０５３，９００円

３連複： ２１７，９８０，５００円 ３連単： ４６３，４２１，７００円 計： １，１８５，５５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３７０円 � ３００円 枠 連（５－６） １，４３０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ６００円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ５，０２０円 ３ 連 単 ��� １７，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４５９９４７ 的中 � ２０６８９０（１番人気）
複勝票数 計 ７３８９２６ 的中 � ２９２１３６（１番人気）� ３４９９６（６番人気）� ４６７９９（４番人気）
枠連票数 計 ３８０５３９ 的中 （５－６） １９７７６（６番人気）
普通馬連票数 計１６８８２１８ 的中 �� ７９１６７（６番人気）
馬単票数 計１１６３３９７ 的中 �� ３９１５２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１０５３９ 的中 �� ２３７３４（６番人気）�� ２５８８３（４番人気）�� ７３３０（２２番人気）
３連複票数 計２１７９８０５ 的中 ��� ３２０７３（１５番人気）
３連単票数 計４６３４２１７ 的中 ��� １９０７９（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．０―３５．７―４８．７―１：０１．７―１：１４．５―１：２６．９―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３
７（８，１１）１２，１，１３，２，５－（９，１４）－（３，１０）４－６
７（８，１１）（１，１２）１３（２，５）（３，９）－４，１４，１０，６

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

勝馬の
紹 介

タガノジンガロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．３．７ 阪神６着

２００７．４．１７生 牡４鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise １０戦３勝 賞金 ４４，２２７，０００円
※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。



０１０３５ １月９日 曇 良 （２３京都１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第４５回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

日刊スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６７９，０００円 １９４，０００円 ９７，０００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

４８ レッドデイヴィス �３鹿 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７２－１０１：３４．０ ２２．３�

１１ オルフェーヴル 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ２１：３４．２１	 １０．７�

２４ マルセリーナ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：３４．３	 １５．６�
３５ アドマイヤサガス 牡３青 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１０－ ２１：３４．５１
 ３．９�
６１２ ドナウブルー 牝３鹿 ５４ 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 ４２２－ ４１：３４．８２ ２．２�
２３ マーベラスカイザー 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４８６＋ ２１：３５．１２ １１９．３	
７１４ ツルマルレオン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二鶴田 任男氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５０８± ０ 〃 ハナ １２．４

５１０ ギリギリヒーロー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３０＋１２１：３５．３� ５７．７�
１２ ワ イ ズ リ ー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６－ ４１：３５．７２	 ２３．５�
３６ トキノゲンジ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４９４＋ ８ 〃 アタマ ５０．４
７１３ シャイニーホーク 牡３栗 ５６ 武 豊小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５１２＋ ６１：３５．８� ２７．１�
４７ � シゲルソウサイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５００＋ ８１：３５．９	 １１．８�
５９ ヒカリトリトン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介當山 �則氏 谷 潔 日高 中川牧場 ４９２± ０１：３６．１１
 ２５２．３�
６１１ ドリームバロン 牡３栗 ５６ 和田 竜二セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４４８－ ４１：３６．２� ２２２．０�
８１６ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５６ U．リスポリ 金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：３６．３クビ ２８．９�
（伊）

８１５ シゲルシャチョウ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４９４＋１２１：３８．３大差 ８１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１４，１９０，２００円 複勝： ２７３，４２１，０００円 枠連： ２３２，６７５，１００円

普通馬連： ９９９，１３４，９００円 馬単： ５９４，７６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０７，７７１，６００円

３連複： １，３７１，７５０，７００円 ３連単： ２，８６５，９９４，７００円 計： ６，８５９，６９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２３０円 複 勝 � ５４０円 � ４００円 � ５１０円 枠 連（１－４） ２，５００円

普通馬連 �� ８，８９０円 馬 単 �� ２２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９３０円 �� ３，２４０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� ３５，４８０円 ３ 連 単 ��� ２７９，２３０円

票 数

単勝票数 計２１４１９０２ 的中 � ７５９２８（７番人気）
複勝票数 計２７３４２１０ 的中 � １３１５０３（７番人気）� １９０５７２（３番人気）� １４０４４０（６番人気）
枠連票数 計２３２６７５１ 的中 （１－４） ６８８７６（１２番人気）
普通馬連票数 計９９９１３４９ 的中 �� ８２９４９（２７番人気）
馬単票数 計５９４７６１３ 的中 �� １９７５０（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計３０７７７１６ 的中 �� ２５８５１（３０番人気）�� ２３３２９（３５番人気）�� ３４００３（２２番人気）
３連複票数 計１３７１７５０７ 的中 ��� ２８５３６（９６番人気）
３連単票数 計２８６５９９４７ 的中 ��� ７５７５（６３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３５．１―４７．２―５８．８―１：１０．０―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドデイヴィス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．９．１９ 阪神２着

２００８．２．２２生 �３鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ ６戦２勝 賞金 ４９，４７９，０００円
※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 タガノラヴキセキ号・トップシャイン号
※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。

０１０３６ １月９日 曇 良 （２３京都１）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２２ キヲウエタオトコ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６４± ０１：０８．５ １６．８�

２３ ヤマニングルノイユ 牝４鹿 ５４ 酒井 学土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ １０．２�
３４ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２８－ ４１：０８．８２ ７６．４�
５９ � ミッドナイトクロス 牡４青鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４９６－ ８１：０８．９� ２．６�
４７ シンコープリンス 牡４青鹿５６ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６＋ ６ 〃 ハナ ５８．４�
１１ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 藤岡 佑介北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６６－ ２１：０９．３２� ２９．１�
７１２ アルーリングムーン 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ２１：０９．５１� ７．６	
８１４	 エーシンシークルー 牝５栗 ５５ 岩田 康誠
栄進堂 岡田 稲男 米 John James

Revocable Trust ４８２－１０１：０９．７１
 ５．０�
６１１ ビ ン チ ェ ロ 牡７黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 アタマ ３３．４�
６１０ タツサファイヤ 牝４栗 ５４ U．リスポリ鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４９４＋１０１：０９．８クビ ２０．８
（伊）

５８ ハッピープレゼント 牝６栗 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：０９．９� ５．９�
７１３ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦
協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４３８－ ２１：１０．１� ２４．７�
４６ ツルマルジャパン �５青 ５７ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９４＋２２１：１０．２� ９９．３�
８１５ ジョウノオアシス 牝７鹿 ５５ 川田 将雅小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４７２－ ２１：１０．４１� １４２．５�
３５ シャトルタテヤマ 牝７鹿 ５５

５２ ▲国分 優作辻 幸雄氏 武田 博 静内 藤沢牧場 B４４６－ ２１：１０．８２� ８９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６５，４０６，７００円 複勝： ９７，６９２，１００円 枠連： ７１，０４０，０００円

普通馬連： ２３３，４０６，４００円 馬単： １４０，７８８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，８８６，９００円

３連複： ３１４，７４７，４００円 ３連単： ６０２，２５７，２００円 計： １，６１３，２２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ４７０円 � ３７０円 � １，３９０円 枠 連（２－２） ５，３５０円

普通馬連 �� ５，２５０円 馬 単 �� １４，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ５，７２０円 �� ５，９９０円

３ 連 複 ��� ４６，１７０円 ３ 連 単 ��� ３０８，８８０円

票 数

単勝票数 計 ６５４０６７ 的中 � ３０８４１（６番人気）
複勝票数 計 ９７６９２１ 的中 � ５５７６９（６番人気）� ７４８６４（５番人気）� １６７８７（１２番人気）
枠連票数 計 ７１０４００ 的中 （２－２） ９８１３（１７番人気）
普通馬連票数 計２３３４０６４ 的中 �� ３２８１２（２０番人気）
馬単票数 計１４０７８８９ 的中 �� ７２９０（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７８８６９ 的中 �� １６０１７（１５番人気）�� ３７３３（５５番人気）�� ３５５９（５７番人気）
３連複票数 計３１４７４７４ 的中 ��� ５０３２（１２９番人気）
３連単票数 計６０２２５７２ 的中 ��� １４３９（７７１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．２―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．１―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．６
３ ３（２，５，１４）１５（４，１３）６（１，１０）－８（７，１２）１１－９ ４ ３（２，５）（１４，１３）４，１５（１，６，１０）（７，８，１２）－（９，１１）

勝馬の
紹 介

キヲウエタオトコ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．６．２４ 函館６着

２００５．２．２２生 牡６鹿 母 アドマイヤバレー 母母 シアラスダンサー ３０戦４勝 賞金 ７９，２３２，０００円
※出走取消馬 ディアブラーダ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。



（２３京都１）第３日 １月９日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

２４７，２２０，０００円
３，１９０，０００円
２１，２２０，０００円
１，９１０，０００円
２３，３５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，８０５，０００円
４，９５２，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
５６２，４９９，０００円
８４０，０９０，０００円
５２９，０２１，４００円

２，０４６，９１２，６００円
１，３２２，８２１，５００円
７３２，０９６，３００円

２，７８４，２１３，９００円
５，５２０，７２２，８００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 １４，３３８，３７７，５００円

総入場人員 ２９，９８９名 （有料入場人員 ２７，７６１名）


