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０１０３７ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４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 ６２５，０００
６２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１２ ブ ラ イ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 友田牧場 ４８０± ０１：１４．１ ２．２�

３５ アフリカンハンター 牡３栗 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４９６－ ２ 〃 ハナ ８．５�
３４ スオウタカモリ 牡３青鹿５６ 福永 祐一井上 久光氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４４０＋ ２１：１４．８４ ６．８�
２３ サワヤカユウタ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７２＋ ６１：１５．０１ ３．４�
６１１ エーシンボダイジュ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 多田 善弘 ５３２＋ ２ 〃 同着 １１．７�

（愛知）

６１０ シャドーボール 牡３青鹿５６ 和田 竜二金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４６４＋ ２１：１５．５３ ３８．１�
４７ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ７３．６	
４６ シゲルヤクイン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 宮 徹 新ひだか 谷口育成牧場 ４７０± ０１：１５．６� ３２．４

７１３ サンレイワイルド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B４９２± ０１：１５．７� ２４．６�
２２ マサノエクスプレス 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４６± ０１：１５．８� ２７８．０�
１１ ビコーラミナ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４６６＋ ４１：１６．０１� １１９．６�
８１５ イズミシリウス 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥斉藤 猛氏 安達 昭夫 日高 貞廣牧場 ４５２＋ ４１：１６．１クビ ３０４．１�
８１４ デ ィ ル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 坂本 春雄 ４４０－１０１：１６．３１� ３１４．０�
５８ キングファルコン 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 B５００± ０ 〃 アタマ ４０．５�

（愛知）

５９ アクトクール 牝３栗 ５４ 赤木高太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 昭和牧場 ３８２－ ８１：１７．０４ ３６３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０１４，８００円 複勝： ２８，７５８，２００円 枠連： １２，９９７，２００円

普通馬連： ４０，９０８，４００円 馬単： ３０，１６２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９１，０００円

３連複： ５９，３６８，６００円 ３連単： １０２，１９１，２００円 計： ３０９，２９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２００円 枠 連（３－７） ３８０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ３９０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ８，７２０円

票 数

単勝票数 計 １６０１４８ 的中 � ５８６７５（１番人気）
複勝票数 計 ２８７５８２ 的中 � １２４７１６（１番人気）� ２０７３６（５番人気）� ２６５７６（３番人気）
枠連票数 計 １２９９７２ 的中 （３－７） ２５２４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０９０８４ 的中 �� ２８０２４（４番人気）
馬単票数 計 ３０１６２２ 的中 �� １３３８３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９１０ 的中 �� １２２３０（４番人気）�� １２４１８（３番人気）�� ５２２１（９番人気）
３連複票数 計 ５９３６８６ 的中 ��� ２１９４４（４番人気）
３連単票数 計１０２１９１２ 的中 ��� ８６５６（２６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１３．０―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．４―４８．４―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ラ イ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ビワハヤヒデ デビュー ２０１０．１１．１４ 京都７着

２００８．３．１８生 牡３鹿 母 マイフェアレディ 母母 アンドロジェニー ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔発走状況〕 スオウタカモリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 エーシンラッシング号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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） ４頭 キングラウレル号・シゲルトウカツカン号・メイショウテンカイ号・ラガーフォーラム号
（非抽選馬） １頭 トーホウエルザ号
※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。

０１０３８ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４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

３５ コスモバロン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 B５１４－ ８１：５５．９ ２５．６�

２４ ト ビ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小田切有一氏 谷 潔 新冠 中地 康弘 ４９８± ０ 〃 クビ ３．８�
６１２ エアギベオン 牡３青鹿５６ U．リスポリ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７４－ ２１：５６．０クビ ４．４�

（伊）

５９ マイネマグノリア 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋１２１：５６．４２� １１．５�

７１３ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ 武 豊タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９４－ ２１：５６．８２� ５．２�
２３ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５６ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４８２＋１６１：５７．４３� ５０．１	
８１６ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４５８± ０１：５８．１４ １０．５

４７ ゼンノアルビオン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大大迫久美子氏 西浦 勝一 新冠 村上 欽哉 ４５２－ ２１：５８．２� ９．０�
４８ スエヒロジュピター 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ４９６－ ２ 〃 アタマ ４５．７�
８１５ リバークリーク 牡３栗 ５６ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５１０＋１０１：５８．３� ４９．７
１１ マルブツファントム 牡３黒鹿５６ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４８６－ ４１：５８．４� ２５．５�
７１４ サツマガイア 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎蛭川 年明氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４３６± ０１：５９．０３� ３９５．２�
３６ フェスタワールド 牝３栗 ５４ 安部 幸夫服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４８＋２２１：５９．１� ２７９．１�

（愛知）

６１１ トムコウクン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４８０＋１０１：５９．２クビ ９．３�
１２ マッコウクジラ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５６６－ ２１：５９．８３� ７１．７�
５１０ エ ビ ス ガ オ 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦西村新一郎氏 梅内 忍 むかわ 貞広 賢治 ４３８＋ ８２：００．４３� ９８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１９２，４００円 複勝： ２７，８０３，９００円 枠連： １３，２５３，３００円

普通馬連： ４５，６４６，７００円 馬単： ３０，４４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０９１，０００円

３連複： ６７，２６３，１００円 ３連単： ９７，１８４，９００円 計： ３１７，８７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５６０円 複 勝 � ４４０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（２－３） ４，５００円

普通馬連 �� ４，２２０円 馬 単 �� １０，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� １，９３０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ７，５４０円 ３ 連 単 ��� ７４，３３０円

票 数

単勝票数 計 １５１９２４ 的中 � ４６８４（９番人気）
複勝票数 計 ２７８０３９ 的中 � １２６７１（８番人気）� ５８０７５（１番人気）� ４０５７６（３番人気）
枠連票数 計 １３２５３３ 的中 （２－３） ２１７５（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４５６４６７ 的中 �� ７９８４（１７番人気）
馬単票数 計 ３０４４２４ 的中 �� ２０４９（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０９１０ 的中 �� ４７９０（１３番人気）�� ２４７７（２６番人気）�� １７０６３（２番人気）
３連複票数 計 ６７２６３１ 的中 ��� ６５８７（２３番人気）
３連単票数 計 ９７１８４９ 的中 ��� ９６５（２３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．５―５０．８―１：０４．２―１：１７．０―１：２９．９―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

コスモバロン �
�
父 スパイキュール �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１０．１１．２７ 東京５着

２００８．４．１５生 牡３鹿 母 シャンハイジェル 母母 ロイヤルジェリー ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走状況〕 エビスガオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エアギベオン号の騎手U．リスポリは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番・４番への進路影響）
〔調教再審査〕 エビスガオ号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 サンレイデューク号・ダノンハロー号・ローレルアドニス号
※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４日



０１０３９ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４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）

牝，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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

２３ マックスシャルビー 牝３栗 ５４ 藤岡 康太田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４２０ ―１：２７．７ ６４．０�

８１６ プレシャスライン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７４ ―１：２７．８� ４．５�
５９ クーファセミラミス 牝３栃栗５４ 秋山真一郎大迫久美子氏 藤沢 則雄 新冠 村上 欽哉 ４３６ ―１：２７．９� ９８．８�
６１１ ニシノテキーラ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４５２ ―１：２８．１１� ５．６�
３５ フィールザライト 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４３４ ―１：２８．３１� ４２．０�
１２ レッドシルフィア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９８ ― 〃 クビ ２．６	
２４ ウォーターアース 牝３栗 ５４ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４４４ ―１：２８．８３ １２．２

５１０ モ カ ビ ー ン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４５２ ―１：２９．０１� １８．６�
７１３ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４３６ ―１：２９．１� １７．６�
４７ ハリエットビート 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜門野 重雄氏 吉田 直弘 新ひだか 原口牧場 ３９６ ―１：２９．２クビ ３６．１
６１２ フロンティアラ 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己吉永 清美氏 目野 哲也 安平 ノーザンファーム ４１６ ―１：２９．４１� １５８．３�
８１５ ラグランドセーヌ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム ４６２ ―１：３０．０３� １３．６�
３６ チョウイケイケ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 中地 康弘 ４７０ ―１：３０．２１� ４３．９�

（愛知）

７１４ スリーキティ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７８ ―１：３１．１５ １４．２�
４８ ラブリースカイ 牝３栗 ５４ 黒岩 悠長谷川光司氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４５２ ―１：３２．１６ １０６．９�
１１ チェックファイヤー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４２２ ―１：３５．５大差 ８８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３４５，７００円 複勝： ２３，６０１，１００円 枠連： １６，９４６，１００円

普通馬連： ４１，６２５，９００円 馬単： ２９，８３７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６８１，２００円

３連複： ５６，１８２，７００円 ３連単： ８８，１４２，６００円 計： ２９２，３６２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４００円 複 勝 � １，５５０円 � ２００円 � ２，２２０円 枠 連（２－８） ２，０７０円

普通馬連 �� １４，６００円 馬 単 �� １４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，４１０円 �� ２６，７２０円 �� ６，３１０円

３ 連 複 ��� ３０４，８８０円 ３ 連 単 ��� ２，２４３，０８０円

票 数

単勝票数 計 １６３４５７ 的中 � ２０１５（１２番人気）
複勝票数 計 ２３６０１１ 的中 � ３４２８（１２番人気）� ４０６７７（２番人気）� ２３５７（１３番人気）
枠連票数 計 １６９４６１ 的中 （２－８） ６０４７（８番人気）
普通馬連票数 計 ４１６２５９ 的中 �� ２１０５（４１番人気）
馬単票数 計 ２９８３７２ 的中 �� １４７５（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６８１２ 的中 �� ８９９（４８番人気）�� １８０（１０７番人気）�� ７７０（５８番人気）
３連複票数 計 ５６１８２７ 的中 ��� １３６（３６４番人気）
３連単票数 計 ８８１４２６ 的中 ��� ２９（２１７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．５―４８．２―１：０１．４―１：１４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．２―３F３９．５
３ ・（６，８）（１１，１４）（２，３）（１，１３）１６，１５（４，５）－９，１０，１２－７ ４ ・（６，８，１１）（２，３）（１６，１３）（４，１４）（１５，５）９，１０（１２，７）１

勝馬の
紹 介

マックスシャルビー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Gold Alert 初出走

２００８．３．２１生 牝３栗 母 ゴールドアンサー 母母 Question N Answer １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェックファイヤー号は，平成２３年２月１０日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０１０４０ １月１０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都１）第４日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

３４ メイショウブソン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４３６－ ２３：１７．０ ５．９�

２２ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ６０ 高田 潤林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３８＋ ４３：１７．８５ ７．３�
７１２ マリエンベルク 牡６栗 ６０ 佐久間寛志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４９２－１４３：１８．２２� ２４．２�
１１ メイケイオーシャン 牡４鹿 ５９ 白浜 雄造名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 ４５８＋ ８３：１８．６２� ４６．３�
３３ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ５０２－１０ 〃 アタマ ７．３�
５８ ピサロナイト 牡４黒鹿５９ 今村 康成市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４７４± ０３：１８．７クビ ４．８�
５７ ブローヒッター 牡５栗 ６０ 熊沢 重文深見 富朗氏 五十嵐忠男 静内 西村 和夫 ４７２± ０３：１８．９１ １４．５	
４５ � スマートカンパニー �５鹿 ６０ 五十嵐雄祐大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ １５．８

８１３� アドマイヤゴルゴ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ５０４＋ ４３：１９．５３� ３．４�
６９ � ワンダークラフティ 牡８鹿 ６０ 林 満明山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４４＋ ６３：２０．３５ ２２．１�
４６ シンボリルルド 牡４鹿 ５９ 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６０－１０３：２１．１５ ８７．８
８１４� マルイチシンゲキ 牡６鹿 ６０ 小坂 忠士小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 ４９０＋１２３：２５．１大差 １７．５�
７１１� モエレスターレット 牝４青 ５７ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 中村 和夫 ４３２＋ ４３：３０．７大差 １４９．５�

（１３頭）
６１０ スズカオペック 牝５栗 ５８

５７ ▲大江原 圭永井 啓弍氏 武 宏平 鵡川 新井牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，９６５，３００円 複勝： １９，６２８，４００円 枠連： １６，５８４，９００円

普通馬連： ３９，４５９，８００円 馬単： ２８，０１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２６９，４００円

３連複： ５８，９１９，４００円 ３連単： ８７，９９７，５００円 計： ２８２，８４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２２０円 � ２４０円 � ６００円 枠 連（２－３） １，１００円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ２，０５０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� １２，４７０円 ３ 連 単 ��� ６４，８２０円

票 数

単勝票数 計 １４９６５３ 的中 � ２０１２７（３番人気）
複勝票数 計 １９６２８４ 的中 � ２５８９５（４番人気）� ２３９９４（５番人気）� ７２２０（１０番人気）
枠連票数 計 １６５８４９ 的中 （２－３） １１２１９（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９４５９８ 的中 �� １６６４５（６番人気）
馬単票数 計 ２８０１８２ 的中 �� ５８１６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２６９４ 的中 �� ６５３５（６番人気）�� ２０２０（３１番人気）�� ２３７９（２６番人気）
３連複票数 計 ５８９１９４ 的中 ��� ３４８９（５０番人気）
３連単票数 計 ８７９９７５ 的中 ��� １００２（２４２番人気）

上り １マイル １：４７．８ ４F ５２．４－３F ３９．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
４－（７，１３）－（２，９）８，１２－１４－５－（６，１）３＝１１
４－１３（７，２）－９（８，１２）－５＝１，３－６＝１４＝１１

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

勝馬の
紹 介

メイショウブソン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．３１ 京都１５着

２００７．５．４生 牡４鹿 母 オオシマジョリー 母母 ア ザ ー ル 障害：４戦１勝 賞金 ９，２８０，０００円
〔出走取消〕 スズカオペック号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 マリエンベルク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マリエンベルク号は，平成２３年２月１０日まで出走できない。
※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 オープンセサミ号・カカロット号・コアレススキャン号・ゴーカイフォンテン号・ビコーコルサコフ号



０１０４１ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

５９ メ デ タ シ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３０± ０１：３５．９ １１．７�

１２ シルヴァースプーン 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６４－ ６ 〃 クビ ６．４�
６１１ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 四位 洋文眞壁 明氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４４０± ０１：３６．０クビ ３．７�
３６ ピエナメダリスト 牝３黒鹿５４ 和田 竜二本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４０２－ ２１：３６．４２� １７．７�
７１３ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４０＋ ４１：３６．５� ６７．１�
５１０ アイアムアクトレス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：３６．７１� ３．５�
２３ セ ラ ヴ ィ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１６± ０１：３６．８クビ ３８．２	
３５ マルサンアップル 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 高橋フアーム ４３８＋ ２１：３６．９� ３４．６

４８ アンティークカラー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ８．８�
８１５ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４９４＋ ８１：３７．１１� ２２．５�
１１ ケイエスアーチャン 牝３青 ５４ 武 幸四郎キヨシサービス 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４８６± ０１：３７．３� ５７．６�
６１２ ペニーブラック 牝３青鹿５４ U．リスポリ 金子真人ホール

ディングス 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：３７．６１� １１．７�
（伊）

７１４ アイアンクリッパー 牝３栗 ５４ 安部 幸夫池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：３８．０２� １４０．８�
（愛知）

８１６ セレブリティ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５２－１０ 〃 ハナ １７．０�
４７ フィッシャーガール 牝３黒鹿５４ 吉田 稔アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４５６± ０１：３８．１� １８３．１�

（愛知）

２４ ビ ハ ク 牝３黒鹿５４ 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 出羽牧場 ４２２＋１０１：３８．５２� １９８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２１２，５００円 複勝： ４４，６０７，１００円 枠連： ２１，５５２，１００円

普通馬連： ５９，５７１，５００円 馬単： ３８，０１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２２０，４００円

３連複： ８６，９４９，８００円 ３連単： １３３，４４４，０００円 計： ４３５，５６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ２７０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（１－５） ９２０円

普通馬連 �� ３，２５０円 馬 単 �� ６，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ５５０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，７９０円 ３ 連 単 ��� ３２，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２２２１２５ 的中 � １５０５６（６番人気）
複勝票数 計 ４４６０７１ 的中 � ３６８０４（５番人気）� ４８２２６（３番人気）� １０１４９５（１番人気）
枠連票数 計 ２１５５２１ 的中 （１－５） １７４３１（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９５７１５ 的中 �� １３５３２（１２番人気）
馬単票数 計 ３８０１０１ 的中 �� ４１１６（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２２０４ 的中 �� ６７１３（１０番人気）�� １３６３９（３番人気）�� １１９８１（５番人気）
３連複票数 計 ８６９４９８ 的中 ��� １６９５６（６番人気）
３連単票数 計１３３４４４０ 的中 ��� ３０６４（８１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．３―１２．１―１２．６―１２．２―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．９―３４．２―４６．３―５８．９―１：１１．１―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ デ タ シ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１０．１１．２７ 京都３着

２００８．２．２９生 牝３鹿 母 オジャッタモンセ 母母 メ ロ ン パ ン ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 シエーナスプレーマ号・ジュエリーキッス号・ドナプリティー号・ドナリーベ号
※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。

０１０４２ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１２ トレンドハンター 牝３青鹿５４ 岩田 康誠飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ２１：５５．８ ５．７�

６９ スマートルシファー 牡３黒鹿５６ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５０２± ０１：５６．０１� １．８�
５７ ナムラダイキチ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 ４９４＋ ４１：５６．２１� ３０．８�
４５ アドマイヤトリック 牡３黒鹿５６ 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：５６．８３� ６．７�
７１１� ロージーライト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６４－ ８ 〃 クビ ６４．０�
７１０ ゴッドハンド 牡３栗 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 上野 正恵 ５０４－ ２１：５６．９クビ ３８．４�
５６ タ ビ ト 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４７８＋ ４１：５７．０	 １７．３�
８１３ タガノルナリロ 牡３栗 ５６ U．リスポリ八木 秀之氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４４８＋ ２１：５７．１	 ２０．０	
（伊）

４４ ダートムーア 牝３鹿 ５４ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：５７．２クビ ６．６

３３ ウォータールルド 牡３黒鹿５６ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８４＋ ２１：５７．４１� ２５．４�
２２ 
 オグリシュンコー 牡３芦 ５６ 吉田 稔小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４７４＋ ３１：５８．２５ ２１０．０�

（笠松） （愛知）

１１ 
 ミ ス マ ン ボ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 ４５２－ ６１：５８．４１� ２７４．６�
（笠松） （愛知）

（１２頭）
６８ マイネルガネーシャ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４８２＋１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２５，８１５，４００円 複勝： ４２，５８０，１００円 枠連： １９，０８８，８００円

普通馬連： ６３，３５５，５００円 馬単： ４９，７９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５６６，１００円

３連複： ８１，８５６，７００円 ３連単： １６６，８６９，０００円 計： ４７５，９２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ５２０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，４００円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ３，３３０円 ３ 連 単 ��� １８，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２５８１５４（返還計 ３１５７） 的中 � ３５８６２（２番人気）
複勝票数 差引計 ４２５８０１（返還計 ６２３６） 的中 � ６２５６８（３番人気）� １３５９４３（１番人気）� １３４７７（９番人気）
枠連票数 差引計 １９０８８８（返還計 ３０６１） 的中 （６－８） ３３１５９（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ６３３５５５（返還計 ２５６２２） 的中 �� ９１８８３（１番人気）
馬単票数 差引計 ４９７９４９（返還計 １８１５９） 的中 �� ２３０２９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２６５６６１（返還計 １５７０７） 的中 �� ３１９８６（１番人気）�� ４１１０（１８番人気）�� ８３８７（８番人気）
３連複票数 差引計 ８１８５６７（返還計 ６６２４０） 的中 ��� １８１８５（１４番人気）
３連単票数 差引計１６６８６９０（返還計１２１４０８） 的中 ��� ６５３１（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．５―３８．３―５２．０―１：０５．７―１：１９．３―１：３１．８―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．５
１
３
７，９（６，１１，１２）（５，１３）１０，４，３－２－１・（７，９）１２（６，１１，１３）（５，１０，３）４，２，１

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

勝馬の
紹 介

トレンドハンター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１２．５ 阪神２着

２００８．４．２５生 牝３青鹿 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔競走除外〕 マイネルガネーシャ号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 ウォータールルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



０１０４３ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

１１ ハートシューター 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５３４＋ ４２：１５．６ ７．９�

１２ スイートテン 牝４栗 ５４ 岩田 康誠青山 洋一氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ５００＋ ６２：１５．９２ ３．６�
４８ ツルミプラチナム 牡４黒鹿５６ 柴原 央明�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４７２± ０２：１６．０� ４３．７�
６１２ アイウォントユー 牡４栗 ５６ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６８＋ ６２：１６．１� ７．１�
８１６ ヒットメーカー 牡４青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４５２＋１４２：１６．３１� ４．８�
２４ テーオーストーム 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ５０２＋２２ 〃 クビ ５．７�
３５ タガノイノセンス 牝４青 ５４ 赤木高太郎八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ４９４－ ８２：１６．４クビ １６．７	
６１１ カネスアドラシオン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４９２＋ ８２：１６．５� １５．０

３６ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７ 武 豊平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ５００＋１４ 〃 アタマ １６．３�
２３ ロックンロール 牡４黒鹿５６ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ５２８＋２２２：１６．７１� ３７．３�
８１５ デンコウアルセウス 牡４青鹿５６ 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４９４＋ ４２：１６．８� １８１．３
７１４ アッシュール 牡４鹿 ５６ 浜中 俊吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７０＋１０ 〃 クビ ４３．８�
４７ メイショウグラード 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 B５０２＋１６２：１７．２２� １６０．３�
５１０ サンライズトラスト 牡７黒鹿５７ 幸 英明松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４８２＋３０２：１７．４１� ２３．２�
７１３ ミッキーリヒト 牡５鹿 ５７ 上村 洋行野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ４２：１７．６１� ６３．５�

（１５頭）
５９ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，８４０，６００円 複勝： ４０，８５０，０００円 枠連： ２５，１９９，５００円

普通馬連： ７０，９０４，６００円 馬単： ４４，６６６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１２１，０００円

３連複： １００，５００，６００円 ３連単： １５５，７３２，８００円 計： ４９０，８１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２７０円 � １６０円 � １，０９０円 枠 連（１－１） １，４５０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３，５７０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� １６，０５０円 ３ 連 単 ��� １０５，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２８４０６ 的中 � ２２９２９（５番人気）
複勝票数 計 ４０８５００ 的中 � ３９２８６（５番人気）� ８７６８７（１番人気）� ７３２３（１２番人気）
枠連票数 計 ２５１９９５ 的中 （１－１） １２８７３（７番人気）
普通馬連票数 計 ７０９０４６ 的中 �� ４１５８９（３番人気）
馬単票数 計 ４４６６６０ 的中 �� １１５９５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１２１０ 的中 �� １８１１７（２番人気）�� １９６０（４４番人気）�� ３０３７（３２番人気）
３連複票数 計１００５００６ 的中 ��� ４６２４（５９番人気）
３連単票数 計１５５７３２８ 的中 ��� １０９４（３５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１２．７―１３．４―１２．７―１２．７―１３．３―１２．５―１１．６―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２３．２―３５．９―４９．３―１：０２．０―１：１４．７―１：２８．０―１：４０．５―１：５２．１―２：０３．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハートシューター �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Unbridled デビュー ２００９．４．２５ 京都１０着

２００６．２．１９生 牡５黒鹿 母 バズマイハート 母母 Buzz Me Miss Blue １４戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔出走取消〕 サンライズスカイ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔発走状況〕 デンコウアルセウス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デンコウアルセウス号は，平成２３年１月１１日から平成２３年２月９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドリームリフレクト号
（非抽選馬） ２頭 アクアブルースカイ号・ピエナファンタスト号

０１０４４ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４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）

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

５１０ ユジェニックブルー 牡４黒鹿５６ 田中 健 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２８＋ ４１：５３．６ ６．１�

７１４ マーリンシチー 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ３．１�
６１２ オリエンタルコール 牡４鹿 ５６ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４５０－ ２１：５３．７クビ １７．２�
４８ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４９２＋ ８ 〃 アタマ ３１．９�
３５ グッドカレラ 牡４青 ５６ 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１８＋ ８１：５３．８� １１．５�
４７ エリモサプライズ �４鹿 ５６ 和田 竜二山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５３２＋ ４１：５４．２２� １４．３�
１２ � メイショウダイクン 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５１４＋ ４１：５４．３� ２０６．０	
２４ シルクリンカーン 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３８＋ ２１：５５．０４ ２７．７

３６ スターダムオーラ 牡４鹿 ５６ 鮫島 良太 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５４０＋ ４ 〃 アタマ １１．４�
８１５ リリーストライカー 牡４栗 ５６ 浜中 俊土井 孝夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０２－ ４１：５５．１� １９．０
５９ スマートスペンサー 牡４栗 ５６ 福永 祐一大川 徹氏 松永 幹夫 新冠 辻 和明 ４７８＋１０１：５５．２クビ ５０．１�
１１ ラムタムタガー 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ５０６＋１０１：５５．５１� ５０．６�
７１３ ウインザマキ 牡５黒鹿 ５７

５５ △高倉 稜�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５３０± ０１：５６．０３ ２１７．８�
８１６� アイファージャンボ 牡５青鹿５７ 吉田 稔中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５３０＋ ２１：５６．１� ９６．６�

（愛知）

６１１ ナムラアレグロ 牡４鹿 ５６ 安部 幸夫奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 ４９８－ ８１：５８．９大差 １２９．７�
（愛知）

２３ ジャポニズム �４鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介 �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 B４６４± ０１：５９．４３ ３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９２０，２００円 複勝： ５０，２６２，８００円 枠連： ２６，４３９，８００円

普通馬連： １００，０７９，８００円 馬単： ６１，０９３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５１１，７００円

３連複： １３９，４３９，３００円 ３連単： ２１９，９２６，０００円 計： ６６４，６７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ３２０円 枠 連（５－７） ８４０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，２３０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� １５，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２６９２０２ 的中 � ３４８０４（３番人気）
複勝票数 計 ５０２６２８ 的中 � ８１２１４（３番人気）� １１９９１０（１番人気）� ３１４３９（５番人気）
枠連票数 計 ２６４３９８ 的中 （５－７） ２３４３８（３番人気）
普通馬連票数 計１０００７９８ 的中 �� ９１１８４（２番人気）
馬単票数 計 ６１０９３１ 的中 �� ２３５６６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５１１７ 的中 �� ３４３８０（２番人気）�� ７５２２（１６番人気）�� １２６０２（７番人気）
３連複票数 計１３９４３９３ 的中 ��� ３４３７４（７番人気）
３連単票数 計２１９９２６０ 的中 ��� １０５０４（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３５．７―４８．０―１：０１．０―１：１４．６―１：２７．７―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．０
１
３
３（１１，１５）－（１，１０）５（２，９）（１２，１３）（６，１４）４，７，８－１６
３（１５，５）（１，１０，９）（１１，１２）（２，１３）（１４，７）（４，８）－１６，６

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

勝馬の
紹 介

ユジェニックブルー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．３０ 中京３着

２００７．４．１７生 牡４黒鹿 母 ポルタトーリ 母母 ブルーサファイア １５戦２勝 賞金 ３１，５４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラアレグロ号・ジャポニズム号は，平成２３年２月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ショウナンカガリビ号・マージービート号・リバートップガン号
※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。



０１０４５ １月１０日 晴 良 （２３京都１）第４日 第９競走 ��１，８００�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６８ ピサノジュバン 牝６黒鹿５５ 四位 洋文市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４７４＋ ４１：４８．２ １４２．６�

８１３ アンプレシオネ 牝６芦 ５５ 安藤 勝己 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４５２＋ ４ 〃 ハナ ５．６�

３３ コ ン カ ラ ン 牝４栗 ５４ 鮫島 良太吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５６＋１０ 〃 ハナ ８．３�
４５ ナムラボルテージ 牝４鹿 ５４ 武 豊奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ １０．７�
６９ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 福永 祐一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４８．３クビ ８．５�
１１ ニチドウルチル 牝４栗 ５４ 小林 徹弥山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ８．５�
５７ ネヴァーフェイド 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介 	社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０＋ ２１：４８．４� ４．１

７１０ ナリタシリカ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５２± ０１：４８．６１� ４０．６�
７１１ ルージュバンブー 牝５青鹿５５ 秋山真一郎	バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５１０＋ ４１：４８．７� ９．８�
４４ ファイブスター 牝６芦 ５５ 小牧 太吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４ 〃 ハナ ５８．４
５６ ウインクリアビュー 牝４栗 ５４ 岩田 康誠�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５４－ ２１：４８．８� １５．５�
２２ ラインドリーム 牝５黒鹿５５ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：４８．９� ６．７�
８１２ テーマソング 牝５鹿 ５５ U．リスポリ吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４９．２１� ４４．７�

（伊）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，２１１，６００円 複勝： ７１，５５８，２００円 枠連： ３１，１９３，０００円

普通馬連： １４７，２４０，７００円 馬単： ８３，０４０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６１１，３００円

３連複： １９３，６９１，２００円 ３連単： ３４６，７０５，６００円 計： ９６７，２５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４，２６０円 複 勝 � ３，０４０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（６－８） １，８９０円

普通馬連 �� ５０，７３０円 馬 単 �� １０９，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，６７０円 �� １５，０５０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ９７，９８０円 ３ 連 単 ��� １，１２７，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３９２１１６ 的中 � ２１６８（１３番人気）
複勝票数 計 ７１５５８２ 的中 � ４７４３（１３番人気）� １１９７５０（２番人気）� ６８５３９（４番人気）
枠連票数 計 ３１１９３０ 的中 （６－８） １２２０６（１１番人気）
普通馬連票数 計１４７２４０７ 的中 �� ２１４２（６６番人気）
馬単票数 計 ８３０４０６ 的中 �� ５５８（１３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６１１３ 的中 �� １５０７（６２番人気）�� ８６５（７２番人気）�� １７３３８（６番人気）
３連複票数 計１９３６９１２ 的中 ��� １４５９（１８５番人気）
３連単票数 計３４６７０５６ 的中 ��� ２２７（１３２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．５―１：００．１―１：１２．４―１：２４．１―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８
３ １，１３（５，１０）６（３，７）（２，１２）（４，１１）８，９ ４ １，１３（５，１０）（６，１１）（３，７）（２，１２）（８，４）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノジュバン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．８．２６ 札幌５着

２００５．４．４生 牝６黒鹿 母 ピサノガレー 母母 トロピカルサウンドⅡ ２７戦４勝 賞金 ６１，７５１，０００円
〔制裁〕 ハッピーパレード号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※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。

０１０４６ １月１０日 曇 良 （２３京都１）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

やましな

山科ステークス
発走１５時１０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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１１ スペースフライト 牡７栃栗５７ 和田 竜二前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４７８＋ ８１：１１．９ ４５．２�

２２ ノルマンディー 牡４黒鹿５６ U．リスポリ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ８１：１２．０� ３．２�
（伊）

５８ スマートブレード 牡１０黒鹿５７ 幸 英明大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３６＋ ６ 〃 クビ ４１．８�
１１ ルティラーレ �６栗 ５７ 長谷川浩大岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７４－ ２１：１２．１クビ ２０．１�
３３ マジックボンバー 牡７鹿 ５７ 小牧 太沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４７８＋１４ 〃 ハナ ５０．３�
５７ ステイドリーム 牡６青 ５７ 藤岡 佑介�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５２６＋ ４１：１２．３１	 １３．６�
６１０ ダノンアスカ 牡６青鹿５７ 渡辺 薫彦	ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４＋ ４ 〃 アタマ ７０．２

３４ ゴールドエンデバー 牡５鹿 ５７ 吉田 稔	テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９６－ ２１：１２．４� ７．９�

（愛知）

６９ グローリールピナス 牝５栃栗５５ 武 豊大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６６－ ６１：１２．５
 ７．８�
４５ ストーリーテリング 牝６鹿 ５５ 川島 信二�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８８＋ ２１：１２．６クビ ３０．３
８１３ ブラックシャドウ 牡８青 ５７ 熊沢 重文田畑 法賢氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 ５４２－ ８１：１３．４５ １０２．２�
７１２ ガ ン ド ッ グ 牡４栗 ５６ 岩田 康誠村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ４１：１３．５クビ ２．５�
４６ ストレートイン 牡５鹿 ５７ 松山 弘平島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５２０＋１４１：１５．１１０ ２７．６�

（１３頭）
８１４ マルブツサクラオー 牡６鹿 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３７，５４９，８００円 複勝： ６１，９０８，７００円 枠連： ３６，８３８，１００円

普通馬連： １５４，８７３，９００円 馬単： ９８，６７５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６５０，６００円

３連複： １９１，８４５，５００円 ３連単： ４１１，５６８，８００円 計： １，０４７，９１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５２０円 複 勝 � ９７０円 � １６０円 � ８３０円 枠 連（２－７） ３２０円

普通馬連 �� ６，４７０円 馬 単 �� １９，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ４，３３０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ２８，８６０円 ３ 連 単 ��� ２９９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３７５４９８ 的中 � ６５５４（１０番人気）
複勝票数 計 ６１９０８７ 的中 � １３４１２（１０番人気）� １４７１１６（２番人気）� １５９０４（９番人気）
枠連票数 計 ３６８３８１ 的中 （２－７） ８７３５９（１番人気）
普通馬連票数 計１５４８７３９ 的中 �� １７６８４（２１番人気）
馬単票数 計 ９８６７５３ 的中 �� ３７７２（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６５０６ 的中 �� ７３９８（２０番人気）�� ３０６６（４４番人気）�� ６７０２（２３番人気）
３連複票数 計１９１８４５５ 的中 ��� ４９０７（８０番人気）
３連単票数 計４１１５６８８ 的中 ��� １０１４（６０９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．５―１１．８―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．１―３４．６―４６．４―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．３
３ ６（１２，１３）２（５，７，９）－（４，１１）（３，８）－１，１０ ４ ・（６，１２，１３）（２，７）９（５，１１）４（３，８）１，１０

勝馬の
紹 介

スペースフライト �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．１１．１１ 京都３着

２００４．２．２３生 牡７栃栗 母 ロマンスフリージア 母母 コンテッサⅡ ３２戦５勝 賞金 ６７，８０９，０００円
〔出走取消〕 マルブツサクラオー号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 スペシャルクイン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



０１０４７ １月１０日 曇 良 （２３京都１）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�

よどたんきょり

淀短距離ステークス
発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万
円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２３ ショウナンカザン 牡６鹿 ５６ 小牧 太国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９０＋ ６１：０８．８ ８．９�

１１ シャウトライン 牡７青鹿５７ 浜中 俊�協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ５００＋ ６１：０８．９� ２７．７�
１２ ケイアイデイジー 牝４芦 ５２ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１４－ ８１：０９．１１	 ３．１�
７１４ コパノオーシャンズ 牝７黒鹿５４ 鮫島 良太小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３４＋ ２１：０９．４１
 ２４．３�
３６ � ヤマカツマリリン 牝７栗 ５３ 荻野 琢真山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５３８－ ２ 〃 ハナ ７．３�
８１５ エイシンタイガー 牡５黒鹿５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ５０４－ ２１：０９．５
 ６．１	
３５ � ゼットフラッシュ 牡８鹿 ５６ 吉田 稔�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５１８± ０１：０９．６クビ １９２．０


（愛知）

４８ � アポロドルチェ 牡６青鹿５６ 福永 祐一アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland
Farm ４７０± ０ 〃 アタマ ４６．７�

５９ ショウナンアルバ 牡６鹿 ５７ 四位 洋文国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ８．３�
５１０ オースミダイドウ 牡７青 ５５ 渡辺 薫彦�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ５３４＋１６ 〃 アタマ ５９．７
６１２ ウエスタンダンサー 牝７鹿 ５６ 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５０２± ０１：０９．７
 １４１．５�
２４ � エーシンエフダンズ 牡７黒鹿５６ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５１６－ ４１：０９．８� ４４．７�
８１６ ブルーミンバー 牝６鹿 ５４ U．リスポリ諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：１０．２２� ９．５�

（伊）

４７ グッドキララ 牡７鹿 ５６ 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３６± ０１：１０．３� １０３．０�
７１３ メイビリーヴ 牝６栗 ５４ 武 豊千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０２± ０ 〃 アタマ ７．９�
６１１ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５０８± ０１：１０．４� １２７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７４，８９１，４００円 複勝： １０９，８７８，０００円 枠連： ９１，３６４，３００円

普通馬連： ３９５，９５６，５００円 馬単： ２１４，６９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１５，８３１，５００円

３連複： ５４７，８２５，５００円 ３連単： １，０５０，７３４，２００円 計： ２，６０１，１７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２６０円 � ５００円 � １５０円 枠 連（１－２） １，１２０円

普通馬連 �� １０，７６０円 馬 単 �� ２０，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３２０円 �� ５１０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ７，２６０円 ３ 連 単 ��� ５５，５３０円

票 数

単勝票数 計 ７４８９１４ 的中 � ６６９６２（６番人気）
複勝票数 計１０９８７８０ 的中 � １００９２６（４番人気）� ４４１５５（９番人気）� ２７６５８５（１番人気）
枠連票数 計 ９１３６４３ 的中 （１－２） ６０５３５（５番人気）
普通馬連票数 計３９５９５６５ 的中 �� ２７１７６（３２番人気）
馬単票数 計２１４６９７５ 的中 �� ７８４０（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１５８３１５ 的中 �� １１６７８（２９番人気）�� ６０２６７（３番人気）�� ２２３３９（１８番人気）
３連複票数 計５４７８２５５ 的中 ��� ５５７６３（２３番人気）
３連単票数 計１０５０７３４２ 的中 ��� １３９６６（２０３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１１．２―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．６―４４．８―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカザン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー ２００７．１１．１０ 東京８着

２００５．３．２９生 牡６鹿 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク ３３戦６勝 賞金 １５８，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 オーシャンエイプス号・キョウエイアシュラ号・ステラリード号・ナンヨーヒルトップ号・マルブツイースター号
※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。

０１０４８ １月１０日 曇 良 （２３京都１）第４日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

４６ メイショウボンハオ 牡６鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８４＋ ４１：２４．５ ３．０�

３５ スガノメダリスト 牡５栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８２＋ ４１：２５．２４ １１．０�
５９ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５１２＋ ４１：２５．３� ４．３�
１１ アイノレグルス 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６４＋ ２１：２５．５１� ８．１�
３４ ヘリオスシチー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４６２＋１４ 〃 ハナ ７．２�
５８ グリッターエルフ 牝７黒鹿５５ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４９４＋１２１：２５．６� ２４．７�
８１４ レッドボルサリーノ 牡５鹿 ５７ U．リスポリ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２６＋１８１：２５．８１� １２．０	

（伊）

７１３ ベルモントゴラッソ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦 
ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント
ファーム ５１２－１２１：２５．９� １６９．７�

２２ � ナビエストークス 牡５鹿 ５７ 高田 潤 
キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ １７３．０�
７１２ セトノメジャー 牡４鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式
会社須野牧場 ４９６＋ ６１：２６．３２� ３０．５�

８１５� ネオファロス 牡６栗 ５７ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B５００＋ ４ 〃 クビ ２０．４�
６１０ ファルネーゼ 牝６栗 ５５

５３ △高倉 稜 
サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ ５４．５�

２３ トシザコジーン 牝６芦 ５５ 吉田 稔上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋ ６１：２６．４� ５７．７�
（愛知）

４７ カシノブレイヴリ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 秀孝 浦河 山下 恭茂 ５３４＋ ６１：２７．１４ １６７．６�
６１１ ナムラアトラクト 牝４鹿 ５４ 安部 幸夫奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１０＋１０ 〃 クビ １３．１�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６２，６３４，８００円 複勝： ８３，７５３，８００円 枠連： ６３，５６２，１００円

普通馬連： ２２４，７７３，５００円 馬単： １２８，８１４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ８３，６９８，１００円

３連複： ３０１，９８７，９００円 ３連単： ５８４，４４７，４００円 計： １，５３３，６７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（３－４） ７２０円

普通馬連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ２９０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� １４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ６２６３４８ 的中 � １６７１４４（１番人気）
複勝票数 計 ８３７５３８ 的中 � １５４５４５（２番人気）� ６４７１７（５番人気）� １６７２６６（１番人気）
枠連票数 計 ６３５６２１ 的中 （３－４） ６５２９３（３番人気）
普通馬連票数 計２２４７７３５ 的中 �� ７１７１３（８番人気）
馬単票数 計１２８８１４３ 的中 �� ２５４０７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３６９８１ 的中 �� ２４７９９（８番人気）�� ８２７４９（１番人気）�� ２６２１０（７番人気）
３連複票数 計３０１９８７９ 的中 ��� ９６７１３（３番人気）
３連単票数 計５８４４４７４ 的中 ��� ３０５１５（２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．５―１２．０―１２．２―１３．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．６―４６．６―５８．８―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウボンハオ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１．１３ 京都２着

２００５．５．１７生 牡６鹿 母 テンザンストーム 母母 Rythmical １７戦４勝 賞金 ５９，３２９，０００円
〔制裁〕 スガノメダリスト号の調教師粕谷昌央は，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。

ネオファロス号の騎手秋山真一郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
ファンドリカップ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）

※出走取消馬 マイプラーナ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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） １頭 マイネルセラーノス号
（非抽選馬） ２頭 アイソトープ号・オースミレジスタ号
※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４日 １月１０日 （祝日） 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 １７６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

２１９，７７０，０００円
２，１３０，０００円
５，７００，０００円
１，５９０，０００円
２０，７９０，０００円
６１，０１０，０００円
５，２０２，６００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
３７４，５９４，５００円
６０５，１９０，３００円
３７５，０１９，２００円

１，３８４，３９６，８００円
８３７，２５１，８００円
５１２，１４３，３００円

１，８８５，８３０，３００円
３，４４４，９４４，０００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 ９，４１９，３７０，２００円

総入場人員 ２１，１８５名 （有料入場人員 １９，４７７名）


