
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０１０７３ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

４５ シェイクラブハート 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４４６± ０１：５７．１ ７．６�

５８ マイネマグノリア 牝３栗 ５４ U．リスポリ �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 ４７０＋ ２１：５７．３１� ３．８�

（伊）

８１４ 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 ４３０＋ ２１：５７．４クビ ７．２�
３３ 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± ０１：５７．５� １０．２�
１１ ディアカナメチャン 牝３青鹿５４ 小牧 太国田 正忠氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ５１８－ ６１：５７．８１� ２．９�
７１２ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ２１：５８．３３ ８９．９	
３４ ポートワイン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠水上ふじ子氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４３０± ０１：５８．４クビ ５１．２

６１０ メーンテーブル 牝３栗 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ５．２�
８１３ サンキューフライト 牝３鹿 ５４ 田村 太雅井高 義光氏 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 B４５４± ０１：５８．８２� ２７５．３�
６９ テイエムセーラー 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４６４± ０１：５９．０１� ２０２．７
５７ マ ル キ ー ズ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文武田 茂男氏 田島 良保 浦河 有限会社

吉田ファーム ３９６－ ４１：５９．１クビ １４６．９�
２２ フロンティアラ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 安平 ノーザンファーム ４１４－ ２１：５９．２� １９０．７�
７１１ メダリオンスター 牝３青鹿５４ 浜中 俊早川 澄雄氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４ 〃 ハナ ４０．２�
４６ ビ ハ ク 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 出羽牧場 ４１４－ ８１：５９．５２ １７２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，９３５，３００円 複勝： ２４，６９９，８００円 枠連： ８，５７９，６００円

普通馬連： ３６，３１８，０００円 馬単： ２７，４８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６２４，７００円

３連複： ５２，６６６，８００円 ３連単： ８６，２８９，６００円 計： ２６６，５９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（４－５） １，１９０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ７８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 ��� １１，９９０円

票 数

単勝票数 計 １３９３５３ 的中 � １４５８５（５番人気）
複勝票数 計 ２４６９９８ 的中 � ２９６８９（５番人気）� ４６７７３（２番人気）� ３４７６７（３番人気）
枠連票数 計 ８５７９６ 的中 （４－５） ５３５９（６番人気）
普通馬連票数 計 ３６３１８０ 的中 �� ２４６７７（４番人気）
馬単票数 計 ２７４８４３ 的中 �� ７９２５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６２４７ 的中 �� １００６８（５番人気）�� ５０１４（１４番人気）�� ８１６８（７番人気）
３連複票数 計 ５２６６６８ 的中 ��� １７５０３（９番人気）
３連単票数 計 ８６２８９６ 的中 ��� ５３１５（３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１３．７―１３．７―１３．７―１２．９―１２．６―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３８．２―５１．９―１：０５．６―１：１８．５―１：３１．１―１：４３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

シェイクラブハート �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．７．３ 函館４着

２００８．３．１９生 牝３栗 母 ウィンヒストリー 母母 タレンテイドガール ７戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔発走状況〕 マイネマグノリア号は，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を表示している。

０１０７４ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

８１１ 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 ４７２＋ ２１：１３．４ ３．８�

２２ コ ロ カ ム イ �３栗 ５６ 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １．６�

３３ 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 ４３８－ ４１：１４．６７ １８．７�
６７ シャドーボール 牡３青鹿５６ 秋山真一郎金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４６６＋ ２１：１５．０２� ４１．０�
１１ ピエナクリスタル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４７６＋１０１：１５．４２� ５．１�
７９ ニューセレクト 牡３栗 ５６ 安藤 光彰高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４３０± ０１：１５．７１� ５６．６�
５５ マルブツローマン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４４０－ ２１：１５．９１� １７１．７	
４４ ツルミアクセル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文
鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４６４± ０１：１６．４３ ２８．７�
８１０ テイエムオジャル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 冨岡牧場 ４０４＋ ４１：１７．９９ １８３．２�
７８ キングラウレル 牡３鹿 ５６ 石橋 守辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 中村 和夫 ４６８＋ ６１：１８．０クビ ２６７．３
６６ カノンハーモニー 牝３栗 ５４ 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４８－１０１：１８．２１ ２６５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，６１６，９００円 複勝： ４８，１４０，４００円 枠連： ８，１２９，１００円

普通馬連： ３１，５４７，９００円 馬単： ３０，４７５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１９８，３００円

３連複： ４３，５３１，８００円 ３連単： １０３，４２０，５００円 計： ２９８，０６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（２－８） ２２０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ３，１３０円

票 数

単勝票数 計 １６６１６９ 的中 � ３５０６４（２番人気）
複勝票数 計 ４８１４０４ 的中 � ６８１９４（２番人気）� ３２８７６６（１番人気）� １８２３４（４番人気）
枠連票数 計 ８１２９１ 的中 （２－８） ２７４３３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１５４７９ 的中 �� １０５４３６（１番人気）
馬単票数 計 ３０４７５１ 的中 �� ３４９８７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１９８３ 的中 �� ５３２３０（１番人気）�� １１１５２（４番人気）�� ８１２６（５番人気）
３連複票数 計 ４３５３１８ 的中 ��� ５０８３８（２番人気）
３連単票数 計１０３４２０５ 的中 ��� ２４３８５（９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．４―１２．０―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．６―３７．０―４９．０―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンアタック �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１０．１０．１６ 京都７着

２００８．４．７生 牡３栗 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ ６戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングラウレル号・カノンハーモニー号は，平成２３年２月２２日まで平地競走に出走できない。

テイエムオジャル号は，平成２３年３月２２日まで平地競走に出走できない。

第１回　京都競馬　第７日



０１０７５ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０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

４５ � サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa
Partners ５１６± ０１：２６．０ ２．４�

７１１ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８４＋ ４１：２６．５３ ５．３�
５８ パワフルキリシマ 牡３鹿 ５６ 幸 英明西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４８＋ ４１：２６．９２� １４．７�
７１２ トーセンレラ 牡３青鹿５６ 安藤 勝己島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８０－ ４１：２７．１１� ３．１�
８１３ ナムラバンケット 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 杵臼牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ６５．３�
３３ カネトシファイター 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４５８＋１０１：２７．５２� ４７．０�
６９ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４４６－ ４１：２７．６クビ ５５．５	
４６ � ウイングオブピース 牝３鹿 ５４ U．リスポリ飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Dr. Masa-

take Iida B４４８＋ ２１：２７．９１	 ９．３

（伊）

５７ � アップヒルティガー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 松田 博資 米 R & R King
Stable ４９０－ ２１：２８．７５ ２６．６�

１１ ダイナミックガード 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 新冠 対馬 正 ５１４－ ２１：２８．８� ８２．３�
３４ ホワイトスパルタン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文渡邉 光典氏 小島 貞博 浦河 帰山 清貴 ５０２± ０ 〃 クビ ４５．９
２２ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４ 浜中 俊熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４２４－ ２１：２９．２２� ４９．７�
６１０ マヤノラスティー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新冠 高橋 忍 ５０２± ０１：３０．３７ ２０９．０�
８１４ サンドイシュー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介大谷 正嗣氏 白井 寿昭 新ひだか 元茂 義一 ４８６＋ ２１：３６．７大差 ２７１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，２３９，３００円 複勝： ３１，７７７，６００円 枠連： １５，６０７，３００円

普通馬連： ３８，４７０，３００円 馬単： ２９，８１４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４３３，５００円

３連複： ５８，０７０，９００円 ３連単： ９５，５２０，７００円 計： ３０６，９３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（４－７） １８０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ５７０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 ��� ６，７４０円

票 数

単勝票数 計 １８２３９３ 的中 � ６０６９０（１番人気）
複勝票数 計 ３１７７７６ 的中 � ９２８６３（１番人気）� ５４９３７（３番人気）� ２０００７（５番人気）
枠連票数 計 １５６０７３ 的中 （４－７） ６４８９２（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８４７０３ 的中 �� ４４２１７（２番人気）
馬単票数 計 ２９８１４６ 的中 �� ２４７７４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４３３５ 的中 �� ２０００３（２番人気）�� ８０８２（６番人気）�� ４９８４（９番人気）
３連複票数 計 ５８０７０９ 的中 ��� １７９９２（７番人気）
３連単票数 計 ９５５２０７ 的中 ��� １０４７１（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．２―１２．５―１３．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．７―５９．２―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．５―３F３９．３
３ ・（５，１２）（１０，１１）（１，８）２（３，４，６）１３－７，９＝１４ ４ ・（５，１２）１１－８，１０（１，１３）（３，６）（４，９）２，７＝１４

勝馬の
紹 介

�サウンドボルケーノ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Halo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都４着

２００８．３．１生 牡３栗 母 Cosmic Wing 母母 Ziggy’s Act ５戦１勝 賞金 ９，４５０，０００円
〔制裁〕 カネトシファイター号の騎手国分優作は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドイシュー号は，平成２３年２月２２日まで平地競走に出走できない。
※ダイナミックガード号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

０１０７６ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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

７７ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５６ 石橋 守 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５２４ ―１：５８．９ ５．２�

５５ タカノエイカン 牡３鹿 ５６ 田村 太雅サンエイ開発� 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４２６ ― 〃 クビ ４６．６�

６６ ヒルノクラウド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ５００ ―１：５９．０� １．６�
２２ セーヌドパリ 牝３黒鹿５４ 幸 英明熊田 晋作氏 羽月 友彦 登別 青藍牧場 ４５４ ― 〃 アタマ ２２．７�
４４ モルアコルト 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介吉田 和子氏 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８ ―１：５９．７４ ９．５�
１１ メイショウランタナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 太陽牧場 ４０２ ―１：５９．９１ ２７．８�
８１０ エメラルドヴァレー 牝３青鹿５４ 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４０２ ―２：００．０� ９．３	
８９ スプリングルシオ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４８４ ―２：００．３２ １１５．１

３３ ア プ ジ ヒ ト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠伊藤 信之氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４９２ ―２：００．６２ １７．７�
７８ マイネルシャテール 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 落合 一巳 ４５８ ―２：００．９１� ３２．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，０１０，４００円 複勝： ２８，８１１，４００円 枠連： ７，３８６，１００円

普通馬連： ２８，５４６，２００円 馬単： ２７，６９２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６６１，７００円

３連複： ３５，０２６，１００円 ３連単： ８１，９１４，５００円 計： ２３９，０４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � ３４０円 � １１０円 枠 連（５－７） ７，５８０円

普通馬連 �� ８，６９０円 馬 単 �� １３，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０００円 �� １７０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ３３，５９０円

票 数

単勝票数 計 １６０１０４ 的中 � ２４７０２（２番人気）
複勝票数 計 ２８８１１４ 的中 � ３０７１７（２番人気）� ９６０２（６番人気）� １６６７９５（１番人気）
枠連票数 計 ７３８６１ 的中 （５－７） ７２０（１９番人気）
普通馬連票数 計 ２８５４６２ 的中 �� ２４２７（２２番人気）
馬単票数 計 ２７６９２６ 的中 �� １４７７（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６６１７ 的中 �� １３３６（２５番人気）�� ２７９００（１番人気）�� ２８１８（１２番人気）
３連複票数 計 ３５０２６１ 的中 ��� ９６７８（９番人気）
３連単票数 計 ８１９１４５ 的中 ��� １８００（９５番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．６―１４．３―１４．１―１４．２―１３．３―１２．３―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．５―３９．８―５３．９―１：０８．１―１：２１．４―１：３３．７―１：４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルジャブラニ 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 Kingmambo 初出走

２００８．４．２３生 牡３鹿 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円



０１０７７ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

３５ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５６ U．リスポリ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４７８－１４２：１６．４ １３．２�
（伊）

２４ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６２：１６．７１� ４６．８�
７１３ ソルデマーヨ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３２± ０ 〃 ハナ ３．９�
１１ アドマイヤサイモン 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６０± ０ 〃 クビ ４．４�
４８ アストリンジャー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４９４－ ４ 〃 アタマ ９．４�
２３ タイセイジーニアス 牡３黒鹿５６ 福永 祐一田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４５２－１６ 〃 ハナ ３１．３�
６１２ クレスコグランド 牡３栗 ５６ 岩田 康誠堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５１６± ０２：１６．８クビ ６．０	
５１０ ローマンレジェンド 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：１７．０１� ４．６

７１４ ミッキーオーラ 牡３青鹿５６ 武 豊野田みづき氏 池江 泰郎 日高 前川ファーム ４９８－ ６２：１７．１� １５．５�
４７ � ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ５０２＋ ８ 〃 クビ １８９．９�
１２ メイショウマキビ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ４２：１７．２クビ ２８２．６�
８１５ バーガンディミック 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４１８－１０２：１８．０５ ２５０．６�
５９ � アウグーリオ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.

Duffel ４２８± ０２：１８．５３ ４５．４�
６１１ トップシュール 牡３黒鹿５６ 幸 英明�コオロ 境 直行 新ひだか 聖心台牧場 ４０２＋ ８２：１９．１３� ２０１．５�
８１６ デラノーチェ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５４－ ４２：２０．９大差 ９０．９�
３６ テイエムモーション 牡３黒鹿５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４９８± ０２：３８．３大差 ２９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１９１，６００円 複勝： ４１，３４１，６００円 枠連： １３，８５６，６００円

普通馬連： ５１，９４６，６００円 馬単： ３２，２７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１６３，４００円

３連複： ７２，６９８，７００円 ３連単： １０５，９８６，２００円 計： ３６４，４６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ４６０円 � １，０４０円 � １７０円 枠 連（２－３） ６，９００円

普通馬連 �� ２３，２３０円 馬 単 �� ４８，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，１７０円 �� １，０４０円 �� ３，１７０円

３ 連 複 ��� ３５，９４０円 ３ 連 単 ��� ３７０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２２１９１６ 的中 � １３２６０（６番人気）
複勝票数 計 ４１３４１６ 的中 � ２０９７４（７番人気）� ８３４７（１１番人気）� ８６２５３（１番人気）
枠連票数 計 １３８５６６ 的中 （２－３） １４８３（２１番人気）
普通馬連票数 計 ５１９４６６ 的中 �� １６５１（４８番人気）
馬単票数 計 ３２２７６６ 的中 �� ４９５（９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１６３４ 的中 �� ９４１（５０番人気）�� ５９６６（１２番人気）�� １８５４（３３番人気）
３連複票数 計 ７２６９８７ 的中 ��� １４９３（９６番人気）
３連単票数 計１０５９８６２ 的中 ��� ２１１（７７２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．３―１３．２―１２．８―１３．２―１３．５―１２．６―１１．４―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．６―３５．９―４９．１―１：０１．９―１：１５．１―１：２８．６―１：４１．２―１：５２．６―２：０４．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギュスターヴクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１０．１１．１４ 京都６着

２００８．３．２１生 牡３黒鹿 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 テイエムモーション号は，競走中に疾病〔左第３中手骨々折〕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。

０１０７８ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０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

２４ サクラシオン 牝３鹿 ５４ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ５１２ ―１：３４．８ ５．５�

１２ キタサンフクジン �３黒鹿５６ 福永 祐一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ ４５４ ―１：３５．０１� ３４．１�
８１５ ミラクルベリー 牝３黒鹿５４ 池添 謙一市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４３８ ―１：３５．１� ２０．１�
２３ ケ イ ト 牝３黒鹿５４ U．リスポリ吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４７２ ―１：３５．３１� ９．５�

（伊）

１１ スターリットスカイ 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：３５．４� ６５．０�

４７ エアワンピース 牝３栗 ５４ 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９６ ―１：３５．８２� ２．８	
６１２ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６ 幸 英明後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５８ ―１：３５．９� ２９．８

６１１ シルククロノス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０ ―１：３６．０� ２１．９�
５９ ディアヴァンドーム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４５４ ― 〃 クビ ５．３�
３６ ナリタカサブランカ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４３４ ―１：３６．４２� ７．４
３５ レ ジ ア ー ネ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅広尾レース� 角居 勝彦 浦河 中島牧場 ４５８ ―１：３７．１４ １０．５�
４８ ロングコウテイ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２２ ―１：３７．２� ２７５．１�
５１０ プランタニエ 牝３鹿 ５４ 田中 克典村野 康司氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド ４５６ ―１：３７．７３ ２５０．４�
７１４ キングロンピーター 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５４ ―１：３７．８� １０３．６�
７１３ ジパングキャンドル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊大野 龍氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 ４０６ ― 〃 クビ ３０９．１�
８１６ ファーザーリープ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文岡田 牧雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４６４ ―１：３９．６大差 ４０４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０８１，１００円 複勝： ３１，８２５，６００円 枠連： １３，７１０，０００円

普通馬連： ４４，９８１，８００円 馬単： ２９，８８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４６６，６００円

３連複： ５７，８５２，４００円 ３連単： ９１，１７７，１００円 計： ３１２，９８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２３０円 � ７５０円 � ６００円 枠 連（１－２） ２，２００円

普通馬連 �� ５，２００円 馬 単 �� ９，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７９０円 �� １，８５０円 �� ４，８７０円

３ 連 複 ��� ３１，４４０円 ３ 連 単 ��� １６２，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２４０８１１ 的中 � ３４８７４（３番人気）
複勝票数 計 ３１８２５６ 的中 � ４４６５８（２番人気）� ９９４７（１０番人気）� １２９６７（７番人気）
枠連票数 計 １３７１００ 的中 （１－２） ４６１９（９番人気）
普通馬連票数 計 ４４９８１８ 的中 �� ６３８６（２１番人気）
馬単票数 計 ２９８８７７ 的中 �� ２３１９（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４６６６ 的中 �� ２７１３（２０番人気）�� ２６１０（２２番人気）�� ９６８（４８番人気）
３連複票数 計 ５７８５２４ 的中 ��� １３５８（９７番人気）
３連単票数 計 ９１１７７１ 的中 ��� ４１３（４８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．３―４７．６―５９．５―１：１１．１―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラシオン �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル 初出走

２００８．３．２０生 牝３鹿 母 サクラメモリアル 母母 サクラキャンドル １戦１勝 賞金 ６，５００，０００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 ゴールデングローブ号・チャーミングダンス号・ハギノアップラウゾ号
※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。



０１０７９ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

８１０ ホクトスワン 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４７６± ０１：５５．２ ３０．４�

２２ � フ レ シ ー タ 牝４鹿 ５４ 佐藤 哲三�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４６＋ ６１：５５．５１� ２１．７�
５５ ヤマノトップラン 牝４栗 ５４ 秋山真一郎澤村 敏雄氏 須貝 彦三 新ひだか 前川 隆則 ４８２－ ６ 〃 ハナ ６０．２�
４４ タガノイノセンス 牝４青 ５４

５１ ▲国分 優作八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ４９２－ ２１：５５．８１� ３．５�
１１ 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 ４９０＋ ４ 〃 クビ ２．０�
７７ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４９８± ０１：５５．９クビ ２７．４�
６６ リープオブフェイス 牝４芦 ５４ U．リスポリ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７８＋ ２１：５６．４３ ７．３	

（伊）

３３ 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 ５４４－ ４１：５６．５クビ １５．９�

７８ � オリオンザドーター 牝４栗 ５４ 幸 英明平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ １２５．２�
８９ セイピーシーズ 牝４鹿 ５４ 池添 謙一金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４５６± ０１：５６．７１� ７．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，９５２，６００円 複勝： ３１，８５２，０００円 枠連： １１，１８９，３００円

普通馬連： ４６，１５２，１００円 馬単： ３５，２３３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４０９，８００円

３連複： ５９，２１７，９００円 ３連単： １２０，８２７，９００円 計： ３４５，８３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０４０円 複 勝 � ６２０円 � ４７０円 � １，２７０円 枠 連（２－８） ４，０７０円

普通馬連 �� １３，５９０円 馬 単 �� ３１，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４１０円 �� ６，９４０円 �� ５，２００円

３ 連 複 ��� ８０，６４０円 ３ 連 単 ��� ６５５，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２０９５２６ 的中 � ５４４０（８番人気）
複勝票数 計 ３１８５２０ 的中 � １３８０５（８番人気）� １８９９５（６番人気）� ６２０９（９番人気）
枠連票数 計 １１１８９３ 的中 （２－８） ２０３０（１５番人気）
普通馬連票数 計 ４６１５２１ 的中 �� ２５０７（３１番人気）
馬単票数 計 ３５２３３０ 的中 �� ８２１（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４０９８ 的中 �� １４８３（３０番人気）�� ７２０（３８番人気）�� ９６６（３５番人気）
３連複票数 計 ５９２１７９ 的中 ��� ５４２（９４番人気）
３連単票数 計１２０８２７９ 的中 ��� １３６（５７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１３．８―１３．３―１３．２―１２．７―１２．４―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３８．５―５１．８―１：０５．０―１：１７．７―１：３０．１―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホクトスワン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Halling デビュー ２００８．９．７ 札幌９着

２００６．２．２３生 牝５黒鹿 母 ドラールフローラン 母母 Indict ２３戦３勝 賞金 ２５，６４０，０００円
※オリオンザドーター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

０１０８０ １月２２日 晴 良 （２３京都１）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１０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

８１６ リッカアリュール 牡５栗 ５７ 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４８８＋ ８１：１２．１ ２５．９�

７１４ ノボジュピター 牡５栗 ５７
５６ ☆国分 恭介�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ８１：１２．５２� ８．５�

４７ ピサノプレミアム 牡５鹿 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ５０２± ０１：１２．９２� ５０．３�
６１１ スナークヒロイン 牝４芦 ５４

５１ ▲国分 優作杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４２＋ ４１：１３．１１� ７．５�
２４ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５０８－ ４ 〃 ハナ ４．０�
８１５ ミッドタウンレディ 牝４黒鹿５４ 福永 祐一吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：１３．２クビ ３．６�
３６ ドリームゲイル 牡５鹿 ５７ 上野 翔セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 コスモヴューファーム ４９８－ ４１：１３．５１� ６９．１	
２３ シルクデイブレイク 牡４鹿 ５６ 芹沢 純一有限会社シルク加用 正 新冠 
渡 信義 ４７８＋２０ 〃 クビ ８．６�
６１２ チャームドライフ 牡４黒鹿５６ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４６６－ ４１：１３．７１� ２００．０�
３５ 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 ４８２＋ ８１：１３．９１� １４．７
４８ ウォーターサウンド 牡４栗 ５６ 安藤 勝己山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ２１：１４．３２� ７．２�
１２ ウォーターリメイン 牝６栗 ５５ 古川 吉洋山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４２４－ ４ 〃 ハナ ２８２．６�
１１ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９０＋ ４１：１４．４クビ ２６．５�
７１３� プロテクトジアース 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 静内 千代田牧場 B５０４－ ４１：１５．４６ １０３．４�
５９ � アンピトリーテ 牝４芦 ５４ 小林 徹弥�イクタ 小島 貞博 新冠 越湖ファーム ４４６＋ ６１：１５．７２ ９８．４�
５１０ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５６ 川田 将雅内藤 耕造氏 清水 久詞 新ひだか 原口フアーム ４２６－１８１：３２．１大差 ６７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７６６，８００円 複勝： ３４，４０５，７００円 枠連： １８，０５０，８００円

普通馬連： ６２，５６７，９００円 馬単： ３５，６６５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２２５，２００円

３連複： ８３，９４８，３００円 ３連単： １３０，９０７，４００円 計： ４１２，５３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５９０円 複 勝 � ７９０円 � ３３０円 � １，１４０円 枠 連（７－８） １，３１０円

普通馬連 �� １０，２５０円 馬 単 �� ２５，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６２０円 �� １３，５４０円 �� ６，０６０円

３ 連 複 ��� １１４，９５０円 ３ 連 単 ��� ７２６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２１７６６８ 的中 � ６６４４（８番人気）
複勝票数 計 ３４４０５７ 的中 � １０９２９（９番人気）� ３１２５２（５番人気）� ７３３５（１０番人気）
枠連票数 計 １８０５０８ 的中 （７－８） １０２２３（７番人気）
普通馬連票数 計 ６２５６７９ 的中 �� ４５０７（３１番人気）
馬単票数 計 ３５６６５０ 的中 �� １０２８（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２２５２ 的中 �� １７３１（３２番人気）�� ４５５（７５番人気）�� １０２４（４８番人気）
３連複票数 計 ８３９４８３ 的中 ��� ５３９（２１７番人気）
３連単票数 計１３０９０７４ 的中 ��� １３３（１２７５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．５―１１．９―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．９―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．２
３ １６，１５，１１（１，３）１４，４（９，１３）（６，１２）７，５－８，２＝１０ ４ １６，１５（３，１１）１４（１，４）－（６，１２）１３，７（９，５）－（２，８）＝１０

勝馬の
紹 介

リッカアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エイシンワシントン デビュー ２００８．８．２４ 札幌１１着

２００６．４．１６生 牡５栗 母 ヤ マ シ ロ 母母 グリーンアーク １１戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィズインカチドキ号は，平成２３年２月２２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。
（非当選馬） ３頭 サクラサンクス号・ハートランドフェロ号・ランドタカラ号



０１０８１ １月２２日 曇 良 （２３京都１）第７日 第９競走 ��
��１，６００�

は な み こ う じ

花 見 小 路 特 別
発走１４時４０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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

１１ エアラフォン 牡４栗 ５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：３４．４ ２．４�

３３ アドマイヤロイヤル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ４１：３４．７２ ３．５�
７９ ナリタスレンダー �６鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ５０２－ ６ 〃 クビ ６．１�
６７ ピースピース 牡５鹿 ５７ 川田 将雅��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４７４＋ ６１：３４．８クビ ３７．６�
４４ トゥリオンファーレ 牡５黒鹿５７ U．リスポリ �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ４ 〃 ハナ ８．６�

（伊）

５６ � サ バ ー ス 牡６鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ８ 〃 クビ ２４．８	
８１２ テーブルスピーチ 牝４栗 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４６２＋ ４１：３４．９	 １５．７

６８ ジョーメテオ 牡５鹿 ５７ 武 豊上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５１４＋ ２１：３５．０クビ ９．７�
５５ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７ 池添 謙一市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：３５．４２
 １０３．４�
７１０ 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 ４５８＋ ６１：３５．６１� ４９．２
８１１ ドリームガードナー 牡６栗 ５７ 浜中 俊セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８１：３６．１３ １０４．０�
２２ � テーオーエンジェル 牝６栗 ５５ 藤岡 佑介小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ １４７．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，９４６，３００円 複勝： ５９，２９０，２００円 枠連： １８，４７５，１００円

普通馬連： ９７，９３６，７００円 馬単： ６３，３３６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５８６，１００円

３連複： １１８，３９９，７００円 ３連単： ２４６，４３０，７００円 計： ６７７，４０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（１－３） ４００円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ２，５００円

票 数

単勝票数 計 ３６９４６３ 的中 � １２１５６１（１番人気）
複勝票数 計 ５９２９０２ 的中 � １７３０９４（１番人気）� １１７１５５（２番人気）� ８６５１０（３番人気）
枠連票数 計 １８４７５１ 的中 （１－３） ３４４３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ９７９３６７ 的中 �� １８２０５１（１番人気）
馬単票数 計 ６３３３６５ 的中 �� ６５２７８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５８６１ 的中 �� ６３０７１（１番人気）�� ３１２３７（２番人気）�� ２２３０６（３番人気）
３連複票数 計１１８３９９７ 的中 ��� １０８３８６（１番人気）
３連単票数 計２４６４３０７ 的中 ��� ７２８４０（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．８―１１．７―１１．０―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．２―４８．０―５９．７―１：１０．７―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．７
３ ５，３（４，８）（１，６）１２，７，９（２，１０）１１ ４ ８－（５，３）４（１，６）１２，７，９－２，１０，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エアラフォン �
�
父 デュランダル �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１１．２２ 京都１着

２００７．２．２生 牡４栗 母 プリティタイディ 母母 ミスタイモア ９戦３勝 賞金 ４４，２８１，０００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。

０１０８２ １月２２日 曇 良 （２３京都１）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

わかごま

若駒ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ リ ベ ル タ ス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６２：０１．７ １．７�

６６ ユニバーサルバンク 牡３黒鹿５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ６ 〃 クビ ７．４�
（伊）

４４ ショウナンマイティ 牡３青鹿５７ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ５００± ０ 〃 アタマ ５．３�
２２ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０６－ ６２：０１．８� ５９．３�
８１０ イ デ ア 牡３鹿 ５６ 武 豊畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８０－ ２２：０２．０１� ４２．５�
８９ ゴールドブライアン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５２＋１０２：０２．２１� １８．３	
７８ 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± ０ 〃 クビ １２．７

１１ ダーズンローズ 牡３青 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０± ０２：０２．３� ２４．５�
５５ ハーバーコマンド 牡３青 ５６ 藤田 伸二谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７０－ ６２：０３．２５ １６．９�
７７ ナリタキングロード 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４８２－ ８２：０３．３� ２０．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ６２，９４８，６００円 複勝： １４２，７２０，１００円 枠連： ２５，４２８，８００円

普通馬連： １６８，０９８，５００円 馬単： １２０，０８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，６１４，６００円

３連複： １８６，４７９，６００円 ３連単： ４８４，１４４，１００円 計： １，２５１，５１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（３－６） ５４０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２００円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ２，５１０円

票 数

単勝票数 計 ６２９４８６ 的中 � ３０６５４７（１番人気）
複勝票数 計１４２７２０１ 的中 � ８２９３６１（１番人気）� １３７６６４（２番人気）� １３４３３７（３番人気）
枠連票数 計 ２５４２８８ 的中 （３－６） ３４９８３（３番人気）
普通馬連票数 計１６８０９８５ 的中 �� ２３２０３９（２番人気）
馬単票数 計１２００８３６ 的中 �� １１６４２８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１６１４６ 的中 �� ８４０５４（２番人気）�� ８５４９８（１番人気）�� ２２１１２（７番人気）
３連複票数 計１８６４７９６ 的中 ��� １７８４９１（１番人気）
３連単票数 計４８４１４４１ 的中 ��� １４２３６８（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．４―１２．７―１２．８―１３．２―１２．６―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３５．５―４８．２―１：０１．０―１：１４．２―１：２６．８―１：３８．５―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９
１
３
１０，３，７（６，５）（２，８）－４＝９－１
１０，３，７（２，６，８）５，４，９，１

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

勝馬の
紹 介

リ ベ ル タ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー ２０１０．１０．２ 阪神１着

２００８．２．９生 牡３鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja ５戦３勝 賞金 ５８，７６５，０００円
〔制裁〕 ユニバーサルバンク号の騎手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過怠金１０，０００円。（７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。



０１０８３ １月２２日 曇 良 （２３京都１）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走１５時４５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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３３ アドバンスウェイ 牡５鹿 ５７ 小牧 太西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９８－ ２１：２４．３ ５．３�

８１３ キタノアラワシ 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５１２＋ ６１：２４．８３ ３．６�
２２ ナムラカクレイ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４７８－ ２１：２５．０１� ２．８�
８１４ 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± ０１：２５．１� １４．０�
３４ 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± ０１：２５．２	 ６５．８�
５７ 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± ０ 〃 クビ ２３．６�
７１１ ウインプレミアム 牡７芦 ５７ 藤岡 佑介�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ５０２± ０ 〃 ハナ １８．３	
１１ トウショウクエスト 牡６栗 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３０＋ ８ 〃 ハナ １１．８

７１２ メイショウイッキ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４８２＋１８１：２５．４１
 ８１．６�
４６ アグネスマクシマム 牡７栗 ５７ 小林 徹弥渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４８６＋ ８１：２５．６１
 ３３．５
６９ マジックボンバー 牡７鹿 ５７ 武 豊沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ６１：２６．３４ １０．１�
６１０ 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 ５４４＋ ２１：２６．６１	 １２９．３�
４５ ストーリーテリング 牝６鹿 ５５ 浜中 俊�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８８± ０１：２６．９１	 ５７．７�
５８ チャレンジシチー 牡９鹿 ５７ 田村 太雅 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５０４＋ ２１：２７．６４ ２９５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，６４４，１００円 複勝： ７９，３３９，０００円 枠連： ４８，７５８，２００円

普通馬連： ２３４，２９５，７００円 馬単： １２７，５２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，４５８，３００円

３連複： ３０４，２８０，４００円 ３連単： ５８７，８３２，２００円 計： １，５０４，１３１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（３－８） ８５０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ８，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４７６４４１ 的中 � ７１３０３（３番人気）
複勝票数 計 ７９３３９０ 的中 � ８７０７０（３番人気）� １７９９５０（２番人気）� ２０４１１２（１番人気）
枠連票数 計 ４８７５８２ 的中 （３－８） ４２７４８（３番人気）
普通馬連票数 計２３４２９５７ 的中 �� １２６４００（３番人気）
馬単票数 計１２７５２３５ 的中 �� ３６３５７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４４５８３ 的中 �� ３２６４１（５番人気）�� ５３４７８（２番人気）�� ８８８５３（１番人気）
３連複票数 計３０４２８０４ 的中 ��� １７８３８４（１番人気）
３連単票数 計５８７８３２２ 的中 ��� ５３１６１（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．７―１２．３―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．０―４７．３―５９．５―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドバンスウェイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Capote デビュー ２００８．７．６ 福島６着

２００６．４．１５生 牡５鹿 母 シアトルフェアー 母母 Frampton Dancer ２０戦５勝 賞金 ９０，７３２，０００円

０１０８４ １月２２日 曇 良 （２３京都１）第７日 第１２競走 ��
��１，９００�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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

３３ � ゴルトブリッツ 牡４栗 ５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ６１：５８．４ １．６�

８１１ サンマルボス 牡４鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４８２－ ２１：５８．７２ １１．１�

６６ キャプテンマジン 牡６黒鹿５７ 小牧 太佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１６± ０１：５８．８クビ ２１．４�
８１０ トップコマチ 牝６鹿 ５５

５２ ▲国分 優作�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６４－ ４１：５９．０１� １８３．０�
７９ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：５９．３２ １１．５�
５５ オースミイレブン 牡４芦 ５６ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ５０４＋ ６１：５９．７２	 ４．２	
４４ ゴールドスミス 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９２± ０２：０２．１大差 １１４．８

１１ メイショウシンドウ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４９４＋ ８２：０２．２	 ５０．１�
２２ ビーチランデブー 牡４黒鹿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 ４５６± ０ 〃 クビ １０．５�
（伊）

７８ スナークツバサ 牡５芦 ５７ 幸 英明杉本仙次郎氏 野中 賢二 様似 清水スタッド B４９０＋ ２２：０３．８１０ １２０．７
６７ ホワイトベッセル 牡７白 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２２：０６．６大差 ９２．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４９，１５５，３００円 複勝： ８４，９１８，４００円 枠連： ２５，９１４，９００円

普通馬連： １２２，３１２，７００円 馬単： ９８，７９３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，１０３，２００円

３連複： １４４，５４１，０００円 ３連単： ４００，７６８，７００円 計： ９７４，５０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ３３０円 枠 連（３－８） ６２０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６４０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ３，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４９１５５３ 的中 � ２５４６５８（１番人気）
複勝票数 計 ８４９１８４ 的中 � ４４６６７３（１番人気）� ６９８７８（３番人気）� ３４４１６（６番人気）
枠連票数 計 ２５９１４９ 的中 （３－８） ３１０８１（２番人気）
普通馬連票数 計１２２３１２７ 的中 �� １３７３３６（２番人気）
馬単票数 計 ９８７９３０ 的中 �� ９６６１４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８１０３２ 的中 �� ４３３３３（２番人気）�� １７９０２（８番人気）�� ９２７０（１４番人気）
３連複票数 計１４４５４１０ 的中 ��� ３２１０４（１２番人気）
３連単票数 計４００７６８７ 的中 ��� ４０６５４（１８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．９―１７．９―２９．５―４２．６―５５．２―１：０８．０―１：２０．８―１：３３．１―１：４５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴルトブリッツ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold

２００７．４．１１生 牡４栗 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair ８戦２勝 賞金 ２３，１５０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ビーチランデブー号の騎手U．リスポリは，最後の直線コースでの御法について過怠金１００，０００円。
〔その他〕 スナークツバサ号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトベッセル号は，平成２３年２月２２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を表示している。



（２３京都１）第７日 １月２２日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５４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

２０８，８２０，０００円
３，２２０，０００円
３，７００，０００円
１，２３０，０００円
１９，７５０，０００円
５３，８７６，０００円
４，００４，０００円
１，５２４，６００円

勝馬投票券売得金
３５０，４８８，３００円
６３９，１２１，８００円
２１５，０８５，８００円
９６３，１７４，４００円
６５８，２６５，５００円
３７５，９４５，４００円

１，２１６，７１３，６００円
２，５３５，２１９，６００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 ６，９５４，０１４，４００円

総入場人員 １５，７３８名 （有料入場人員 １４，３６１名）


