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０４０３７ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

３５ 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 ５０８－ ６１：１３．７ １．７�

２４ トルベジーノ 牡３鹿 ５６
５４ △高倉 稜永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４４± ０ 〃 クビ １２．５�
３６ ニシオドリーム 牡３黒鹿５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４８８＋ ６１：１４．１２� ４．３�
１２ ファイアアロー 牡３黒鹿５６ 吉田 稔吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４４＋ ６ 〃 アタマ ９．４�

（愛知）

６１１ カネトシファイター 牡３栗 ５６ 岩田 康誠兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４５８± ０１：１４．６３ ２０．１�
５９ キンシゴールド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社

松田牧場 ４６０＋１８１：１５．１３ １１１．０�
８１５ バトルルノン 牡３青鹿５６ 上野 翔宮川 秋信氏 清水 久詞 新ひだか 西村 和夫 ４０６± ０１：１５．４１� ４４１．４�
７１３ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ １３８．３	

（愛知）

７１４ 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 ４２８－ ２１：１５．５クビ ２７９．１

８１６ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３８－ ２１：１５．７１ １１．６�
６１２ ムーンライトリリー 牝３芦 ５４

５３ ☆国分 恭介西村 和夫氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム ４０２－ ４ 〃 クビ ３２２．４�
４８ ジョイライド 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５４２＋ ２ 〃 ハナ ２０．６
２３ タマモビーナス 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４２０± ０１：１５．８クビ １１８．６�
４７ 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 ４８６＋１０１：１５．９� ２１０．５�
５１０ セトノアカリ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎難波 澄子氏 鈴木 孝志 浦河 辻 牧場 ４２６－ ８ 〃 ハナ ２２０．７�
１１ トウケイムーディ 牝３栗 ５４ 鷹野 宏史木村 信彦氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本 智広 ４３２－ ４１：１８．２大差 ５８１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０７６，３００円 複勝： ４０，３６２，２００円 枠連： ９，８１５，５００円

普通馬連： ３８，５０２，８００円 馬単： ３０，３１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０２４，４００円

３連複： ５８，３４２，９００円 ３連単： １０５，８１４，６００円 計： ３１８，２４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（２－３） ４８０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２００円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ３，５７０円

票 数

単勝票数 計 １６０７６３ 的中 � ７７９１２（１番人気）
複勝票数 計 ４０３６２２ 的中 � ２３０５９３（１番人気）� ２３０２２（５番人気）� ４１７５６（２番人気）
枠連票数 計 ９８１５５ 的中 （２－３） １５１５２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３８５０２８ 的中 �� ４３９６３（３番人気）
馬単票数 計 ３０３１０２ 的中 �� ２２９５５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０２４４ 的中 �� １９４２３（３番人気）�� ２８１６８（１番人気）�� ４９９７（１０番人気）
３連複票数 計 ５８３４２９ 的中 ��� ４３６８２（２番人気）
３連単票数 計１０５８１４６ 的中 ��� ２１８９０（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．８―１２．６―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．９―３５．７―４８．３―１：００．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
３ ５，６，４（８，１６）１３（３，１４）１１（２，１２）－９（１５，１０）－（１，７） ４ ５（６，１６）４，８（３，１３）１１（２，１４）－１２（１５，９）１０（１，７）

勝馬の
紹 介

マッキンリー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Slewpy デビュー ２０１１．１．９ 京都３着

２００８．４．３生 牡３鹿 母 バ ル バ ラ 母母 Kool Arrival ３戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイムーディ号は，平成２３年３月６日まで平地競走に出走できない。
※カネトシファイター号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０４０３８ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

７１４ ピエナオリオン 牡３黒鹿５６ M．デムーロ本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：５５．５ ３．６�
（伊）

８１５ インペリアルピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B５１４± ０１：５６．６７ ３．２�
５９ コ ル ー ジ ャ 牡３鹿 ５６ 川島 信二野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ３．３�
１１ ユキノミラクル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４８６＋ ２１：５７．０２� １４．５�
２３ セイプロスペリティ 牡３鹿 ５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４６０± ０１：５７．３１� ２２．０�
６１２ マイネルヴィゴーレ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 浦河 大柳ファーム B５１４－ ６１：５７．４� ２４．２�
７１３ エーシンイグアス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ５０２－ ６１：５７．６１� １９．３	
３６ メイショウブリッジ 牝３鹿 ５４ 丸野 勝虎松本 好雄氏 武 宏平 安平 �橋本牧場 ４９２－１２１：５８．１３ ４７．６


（愛知）

２４ 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 ４８２－ ２１：５８．５２� １９４．８�
６１１ タガノルビコン 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９６＋ ４１：５８．６� １９６．７�

３５ サンライズスター 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：５９．２３� ７４．２

１２ ハローザロック 牡３黒鹿５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４６６－ ４１：５９．３� ２８．３�
８１６ ハコダテイチバン 牡３鹿 ５６ 吉田 稔西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４５４－ ４１：５９．４クビ １８．７�

（愛知）

５１０ カシノエイカン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６８＋ ２１：５９．５� ２４３．３�
４８ ダイナミックガード 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 新冠 対馬 正 ５１２－ ２２：００．２４ ２０４．０�
４７ シルクハイボール 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ４２：００．４１� ８６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２７４，９００円 複勝： ２６，３５８，７００円 枠連： １１，６９０，８００円

普通馬連： ４１，２６５，７００円 馬単： ２７，６４０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４６５，７００円

３連複： ６３，２３３，８００円 ３連単： ９０，５９５，１００円 計： ２９４，５２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（７－８） ４００円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３１０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� ２，７６０円

票 数

単勝票数 計 １３２７４９ 的中 � ２９２３７（３番人気）
複勝票数 計 ２６３５８７ 的中 � ３６０９５（３番人気）� ７１６３２（１番人気）� ６０３０４（２番人気）
枠連票数 計 １１６９０８ 的中 （７－８） ２２１０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１２６５７ 的中 �� ５２３８１（２番人気）
馬単票数 計 ２７６４０４ 的中 �� １８０６２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４６５７ 的中 �� ２０１１１（２番人気）�� １４４５８（３番人気）�� ３１２９１（１番人気）
３連複票数 計 ６３２３３８ 的中 ��� ８５６２９（１番人気）
３連単票数 計 ９０５９５１ 的中 ��� ２４２８６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．４―５０．８―１：０４．４―１：１７．８―１：３０．４―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３７．７
１
３
１３（８，１６）１４（２，１５）－（６，１２）７，３，９，４，５，１０，１，１１
１３（１６，１４）（８，１５）（２，１２，７，９）３，１（４，５，１０）６，１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピエナオリオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１６ 京都６着

２００８．４．４生 牡３黒鹿 母 ユノブラウニー 母母 オ エ ノ セ ラ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ヴァリエンテ号
※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２回　京都競馬　第４日



０４０３９ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５８ ヒカリノーブル 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 優作當山 �則氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４５８ ―１：１５．２ ２２．２�

７１１ ロ ン ド 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６０ ―１：１５．６２� ２．１�
８１４ ウィンディバレー 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４１８ ―１：１５．８１� １６．０�
２２ キャリーウェーブ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文吉田 和子氏 荒川 義之 新ひだか 片山牧場 ４４６ ― 〃 ハナ １２．１�
７１２ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４６２ ―１：１５．９� １８．４�
３４ アドマイヤシェマカ 牝３栗 ５４ M．デムーロ近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４２６ ―１：１６．３２� ７．３�

（伊）

８１３ ライトアップゲラン 牝３黒鹿５４ 中村 将之 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 白井牧場 ４４０ ― 〃 ハナ ２３９．３


４５ コウユーエルザ 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 日高 浜本 幸雄 ４２８ ―１：１６．４� ９３．１�

４６ インテンスラン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４５４ ―１：１６．８２� ３．２�
６９ スリーエレガント 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜永井商事	 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４３２ ―１：１６．９クビ ６６．８
５７ ダンツシスター 牝３栗 ５４ 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４１６ ―１：１７．２１� ５３．１�
６１０ サンマルダンサー 牝３栗 ５４ 幸 英明相馬 勇氏 大根田裕之 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６８ ―１：１７．６２� １７４．２�
３３ テイエムエメラルド 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 浜本牧場 ４２４ ―１：１８．０２� １２０．８�
１１ シャトープレンティ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４６６ ―１：１８．４２� ５８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１２０，７００円 複勝： ２１，８６１，５００円 枠連： １０，４１７，６００円

普通馬連： ３３，３５５，３００円 馬単： ２７，４６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１８９，０００円

３連複： ４６，４５７，３００円 ３連単： ８０，８５９，１００円 計： ２５１，７２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２２０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � ３３０円 枠 連（５－７） １，１３０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ６，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ３，２５０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ８，２２０円 ３ 連 単 ��� ８２，５４０円

票 数

単勝票数 計 １５１２０７ 的中 � ５３８７（７番人気）
複勝票数 計 ２１８６１５ 的中 � １４４７２（５番人気）� ８３８７９（１番人気）� １１９３１（６番人気）
枠連票数 計 １０４１７６ 的中 （５－７） ６８５３（５番人気）
普通馬連票数 計 ３３３５５３ 的中 �� １１４９０（８番人気）
馬単票数 計 ２７４６２７ 的中 �� ３０９６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１８９０ 的中 �� ５３５６（８番人気）�� １１５０（２９番人気）�� ７１９８（５番人気）
３連複票数 計 ４６４５７３ 的中 ��� ４１７４（２４番人気）
３連単票数 計 ８０８５９１ 的中 ��� ７２３（１９７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．１―１２．８―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．４―３６．５―４９．３―１：０２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリノーブル �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ヒカリバオー 初出走

２００８．３．８生 牝３鹿 母 ヒカリトリアネー 母母 ヒカリカプリース 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を表示している。

０４０４０ ２月６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都２）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３０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

４６ アペリティフ �８鹿 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５１２＋ ６３：１７．０ ２６．９�

７１１ オープンセサミ 牡８鹿 ６０ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ５１２－ ６３：１７．７４ ３．４�
２２ � ジェンティリティー �６栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３８－ ４３：１８．５５ ２．９�
８１４ ツルマルビビッド 牡７鹿 ６０ 南井 大志鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４９４－ ２３：１８．６クビ ２０．６�
３４ ソリッドラヴ �９鹿 ６０ 植野 貴也山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４８８－ ２３：１８．８１� ８．６�
６９ コアレススキャン 牡４鹿 ５９ 佐久間寛志小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４８４＋ ２３：１９．１２ ８．９�
７１２ ラブイズモネ 牝５栗 ５８ 岩崎 祐己江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４４４＋１４３：１９．４２ ３８．５�
８１３ クリノイマジン 牡４鹿 ５９ 金子 光希栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４５２＋１０３：１９．５クビ ２２８．３	
６１０ クンダリーニ 牡９栗 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ５３０＋１０３：１９．７１� ２０．２

３３ クロスファイト 牡４鹿 ５９ 草野 太郎佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ５０４－ ４３：１９．８� １３４．４�
５７ � キシリトール �６栗 ６０ 熊沢 重文三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 渡辺牧場 ４７８－ ６３：２０．５４ ５．９�
１１ � セフティファンキー 牡５栗 ６０ 難波 剛健池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４６２＋ ２３：２４．１大差 ５５．７
４５ ナムラマハラジャ 牡７栗 ６０ 北沢 伸也奈村 信重氏 村山 明 新冠 つつみ牧場 ５０４＋１４３：２６．９大差 ４５．１�
５８ スズカフェロー 牡８鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４８４－１０３：２７．３２	 １６０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，２６９，０００円 複勝： １３，９６４，４００円 枠連： ９，５７０，２００円

普通馬連： ３１，６８７，７００円 馬単： ２２，９５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０４８，２００円

３連複： ４８，４０５，８００円 ３連単： ７３，９１９，４００円 計： ２２５，８２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６９０円 複 勝 � ５８０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（４－７） ３，１７０円

普通馬連 �� ５，４２０円 馬 単 �� １４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� １，１７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３，９１０円 ３ 連 単 ��� ４９，６００円

票 数

単勝票数 計 １１２６９０ 的中 � ３３０５（８番人気）
複勝票数 計 １３９６４４ 的中 � ４０７１（８番人気）� ２９９１２（２番人気）� ３１５９６（１番人気）
枠連票数 計 ９５７０２ 的中 （４－７） ２２２９（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３１６８７７ 的中 �� ４３１５（１７番人気）
馬単票数 計 ２２９５６１ 的中 �� １１７５（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０４８２ 的中 �� １８０８（２０番人気）�� ２６０４（１６番人気）�� ２０６７８（１番人気）
３連複票数 計 ４８４０５８ 的中 ��� ９１５０（１２番人気）
３連単票数 計 ７３９１９４ 的中 ��� １１００（１４４番人気）

上り １マイル １：４６．４ ４F ５２．５－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アペリティフ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１０．９ 京都３着

２００３．２．１生 �８鹿 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 障害：２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 チョウバクシン号・ベートーヴェン号・リバーキャッスル号



０４０４１ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

４７ ダズリングワールド 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム ４８０＋ ６１：３５．４ ３．３�

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± ０１：３５．６１ １５．３�

４８ エアジュプロンサ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：３６．０２� １７．９�
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 ４３６－ ２ 〃 ハナ ２．９�
３５ エカルラート 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６ 〃 クビ ５．５�
２４ パンドラクラウン 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４２２＋ ２１：３６．１クビ １９８．３	
６１２ 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 ３９６－ ６ 〃 クビ １１．８

５１０ モ カ ビ ー ン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二小山 豊氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４５６＋ ４１：３６．２� ９１．５�
１２ サンレイプレシャス 牝３黒鹿５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４８４＋ ２１：３６．３� １１６．０�
５９ モズレジェンド 牝３鹿 ５４ 丸野 勝虎北側 雅司氏 清水 久詞 様似 清水スタッド ４４４－ ２ 〃 ハナ ４４７．５

（愛知）

７１４ ホワイトアルバム 牝３芦 ５４
５１ ▲国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９０－１０ 〃 ハナ ２５．１�

３６ ミステリーキー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 岡牧場 ３９８± ０１：３６．４� ３７８．６�
６１１ オーソーキューティ 牝３栗 ５４ 吉田 稔 �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 ４２４－ ４ 〃 クビ ２５．０�
（愛知）

８１６ エーシンミモザ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４５４－ ８１：３６．５クビ ４２．９�
２３ セ ラ ヴ ィ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１２－ ４１：３７．２４ １９．１�
１１ アートスポット 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４１８－１０１：３９．０大差 ３０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６４５，６００円 複勝： ３４，４４０，７００円 枠連： １６，７７９，３００円

普通馬連： ５１，２７６，８００円 馬単： ３４，３２１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０４７，６００円

３連複： ７５，７３６，４００円 ３連単： １２０，０８５，４００円 計： ３７８，３３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ６００円 � ５５０円 枠 連（４－７） ２，０４０円

普通馬連 �� ４，４３０円 馬 単 �� ７，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� １，１４０円 �� ３，８７０円

３ 連 複 ��� １９，４１０円 ３ 連 単 ��� ９５，２００円

票 数

単勝票数 計 １９６４５６ 的中 � ４７８８９（２番人気）
複勝票数 計 ３４４４０７ 的中 � ８２８４４（２番人気）� １２１６７（７番人気）� １３５３５（６番人気）
枠連票数 計 １６７７９３ 的中 （４－７） ６０８５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５１２７６８ 的中 �� ８５５９（１７番人気）
馬単票数 計 ３４３２１８ 的中 �� ３５９４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０４７６ 的中 �� ４３７３（１５番人気）�� ５７５４（１１番人気）�� １６１６（３６番人気）
３連複票数 計 ７５７３６４ 的中 ��� ２８８０（５４番人気）
３連単票数 計１２００８５４ 的中 ��� ９３１（２７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．２―３４．８―４７．０―５９．３―１：１１．４―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダズリングワールド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２０１０．１１．２０ 京都２着

２００８．３．２０生 牝３鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ショウナンアピア号
（非抽選馬） ２頭 エアワンピース号・フロンティアラ号
※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。

０４０４２ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１１ グレープブランデー 牡３黒鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５３０＋１２１：５３．４ １．５�
（伊）

４４ ベストリガーズ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ５１４－ ４１：５４．４６ ３．４�
３３ 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 ５１８－ ６１：５５．９９ １４．７�
５５ � オグリシュンコー 牡３芦 ５６ 丸野 勝虎小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４７４－ ６ 〃 クビ １９６．８�

（笠松） （愛知）

８８ クールファルコン 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５０６± ０１：５６．２１� ２２．０�

６６ 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 ４４０－ ６１：５６．６２� ３７．７	
７７ � ム ー ダ 牡３栗 ５６ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 浦河 高松牧場 ４５４± ０１：５７．４５ １３９．０


（笠松） （愛知）

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 ４３８－ ６１：５８．６７ ７．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２３，９４５，５００円 複勝： ４６，４４０，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４１，３５２，９００円 馬単： ４１，４０９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５０９，７００円

３連複： ４９，１０９，８００円 ３連単： １６３，１１８，０００円 計： ３８１，８８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １８０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� １，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２３９４５５ 的中 � １２７３９６（１番人気）
複勝票数 計 ４６４４０８ 的中 � ３０２９３７（１番人気）� ７２６０３（２番人気）� ２２９６６（４番人気）
普通馬連票数 計 ４１３５２９ 的中 �� １８７９４２（１番人気）
馬単票数 計 ４１４０９２ 的中 �� １１８０６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５０９７ 的中 �� ４８９７２（１番人気）�� １２１４８（４番人気）�� ７３２７（７番人気）
３連複票数 計 ４９１０９８ 的中 ��� ５８３１４（３番人気）
３連単票数 計１６３１１８０ 的中 ��� ９３４７５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．９―５０．０―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．４―１：４０．８

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

・（８，６）１，２－４－５－７－３
８（６，４）１－２－５，３，７

２
４
８，６－１－２－４，５－７－３・（８，４）１，６－５，２，３，７

勝馬の
紹 介

グレープブランデー �

父 マンハッタンカフェ �


母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２０１０．９．２６ 阪神２着

２００８．４．１１生 牡３黒鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス ４戦２勝 賞金 １８，８７４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤクーガー号は，平成２３年３月６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。



０４０４３ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１３ マックスドリーム 牡４青鹿５７ M．デムーロ山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５３８＋ ８１：３５．１ ３．５�
（伊）

８１６ コスモサイキック 牡４青 ５７ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４６８± ０１：３５．２� ２５．７�
４７ ヒルトップシーン 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ４１：３５．４１� ７４．３�
１１ サクラエクスプロー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４６８－ ２１：３５．６１� １０．０�
３５ 	 ランリョウオー 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４８０＋２４ 〃 ハナ ５．２�
６１２ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １６．７	
５９ ファミリズム 牝５青鹿５５ 川田 将雅國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ５１２＋ ８１：３５．９１� ２０．０

８１５ ドリームヒーロー 牡４青鹿 ５７

５５ △高倉 稜田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５０＋ ４ 〃 クビ ９８．１�

３６ ミヤジシェンロン 牡４鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４５６＋１０１：３６．０クビ ９．４�

７１４ セイルラージ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋１０ 〃 クビ ３．３

５１０ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲国分 優作�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４８＋ ２１：３６．１
 ２４．８�

４８ ファビュラスセンス 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２ 〃 アタマ １０８．４�
２３ アンプレショニスト 牝５栗 ５５ 熊沢 重文吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０＋１４ 〃 アタマ １９６．８�
６１１ キャニオンブラウン 牡５栗 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：３６．２クビ ３９．１�
２４ ラジャポネーズ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４３６－ ２ 〃 アタマ １０８．４�
１２ � アルティスト 牡４鹿 ５７ 吉田 稔塩入 通之氏 安達 昭夫 浦河 高岸 順一 ４７２＋ ２１：３６．３� ２６３．６�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４７５，５００円 複勝： ３９，９３０，４００円 枠連： ２３，６８８，６００円

普通馬連： ６２，２８１，４００円 馬単： ３９，３９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３１８，６００円

３連複： ８９，００９，３００円 ３連単： １３４，５７８，３００円 計： ４４１，６７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ５５０円 � １，３８０円 枠 連（７－８） １，２８０円

普通馬連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ４，９６０円 �� １４，８８０円

３ 連 複 ��� ６５，５００円 ３ 連 単 ��� ２１３，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２３４７５５ 的中 � ５３９８３（２番人気）
複勝票数 計 ３９９３０４ 的中 � ９３６２０（１番人気）� １６１０４（９番人気）� ５８６１（１１番人気）
枠連票数 計 ２３６８８６ 的中 （７－８） １３７１５（６番人気）
普通馬連票数 計 ６２２８１４ 的中 �� １５７７４（１１番人気）
馬単票数 計 ３９３９７３ 的中 �� ６２６６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３１８６ 的中 �� ６６５４（１１番人気）�� １４３５（４４番人気）�� ４７３（７８番人気）
３連複票数 計 ８９００９３ 的中 ��� １００３（１４８番人気）
３連単票数 計１３４５７８３ 的中 ��� ４６５（５３７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．２―１２．５―１１．５―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．５―４９．０―１：００．５―１：１２．０―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マックスドリーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．２．７ 京都５着

２００７．５．２４生 牡４青鹿 母 ドリーミングレイナ 母母 エ ル レ イ ナ １３戦２勝 賞金 ３０，２７６，０００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。
（非抽選馬） ３頭 オーシャンキャスト号・ナンヨークイーン号・ピカピカテッタ号
※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。

０４０４４ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

３５ メイショウデイム 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４５０＋ ２１：２４．８ ２．２�

１１ グリッターエルフ 牝７黒鹿５５ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４９０－ ４１：２５．４３� １７．９�

６１１ フェイドレスシーン 牝６栗 ５５ 吉田 稔 �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 ４３０－ ６１：２５．５� ３１．８�

（愛知）

８１６ ナリタシルエット 牝４黒鹿５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６４－ ２１：２５．６� ３．２�
４８ ス イ リ ン カ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４２０＋ ２１：２５．８１� １４．５�
６１２ メイショウヤワラ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５３６－ ４１：２５．９クビ ２９．１	
７１４ ファイブスター 牝６芦 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ２０．４


（伊）

１２ ゴッドフェニックス 牝５黒鹿５５ 池添 謙一青山 洋一氏 池江 泰郎 日高 下河辺牧場 ４７２± ０１：２６．３２� １５．８�
８１５ タマモワルツ 牝４鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４９２＋ ４ 〃 アタマ ７５．１�
５９ マヤフィオーレ 牝５栗 ５５ 丸野 勝虎�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４３８－ ４１：２６．５１� １０３．１

（愛知）

２３ ビッグローズ 牝６鹿 ５５
５３ △高倉 稜�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ４３２＋ ６１：２６．８１� ４４５．２�

７１３ ベ ネ ラ 牝４栗 ５５ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７２＋ ２１：２６．９� １５．１�
３６ ストームツイスター 牝５栗 ５５ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 ４５６－ ４ 〃 アタマ １９．１�
４７ カ イ ゼ リ ン 牝６青鹿 ５５

５２ ▲国分 優作 �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４７８± ０１：２７．０クビ ５９．１�
２４ アイシークレット 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B５００＋ ９１：２７．４２� ３２．４�

（１５頭）
５１０ ファルネーゼ 牝６栗 ５５ 福永 祐一 �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 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，４２２，７００円 複勝： ４３，７３６，４００円 枠連： ２２，７６５，６００円

普通馬連： ７７，３７７，６００円 馬単： ４９，４７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７８２，４００円

３連複： １００，５９７，８００円 ３連単： １６０，７２０，２００円 計： ５１４，８７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ４３０円 � ５２０円 枠 連（１－３） ７７０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，０５０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� ８，９５０円 ３ 連 単 ��� ３５，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２５４２２７ 的中 � ９２１９６（１番人気）
複勝票数 計 ４３７３６４ 的中 � １２８８４５（１番人気）� ２０８６８（８番人気）� １６９３６（１０番人気）
枠連票数 計 ２２７６５６ 的中 （１－３） ２１９６６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７３７７６ 的中 �� ３３９０１（４番人気）
馬単票数 計 ４９４７６２ 的中 �� １４０３５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７８２４ 的中 �� １８９７２（２番人気）�� ８０３９（１１番人気）�� ２５１６（３３番人気）
３連複票数 計１００５９７８ 的中 ��� ８２９９（２５番人気）
３連単票数 計１６０７２０２ 的中 ��� ３３７２（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３５．０―４７．５―５９．８―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウデイム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．２２ 小倉１着

２００７．３．２６生 牝４黒鹿 母 メイショウカガヤキ 母母 ハツノナタリー １３戦３勝 賞金 ３７，７１６，０００円
〔出走取消〕 ファルネーゼ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 メイショウアツヒメ号
※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。



０４０４５ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．２．６以降２３．１．３０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１２ クロワラモー 牝４黒鹿５４ 藤田 伸二�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４５２＋ ６１：２１．５ ４．０�

６１１ スプリングサンダー 牝４鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４４－ ６ 〃 クビ ４．５�
３５ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５３ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２４－ ４１：２１．９２� ２３．８�
６１０ ワールドロレックス 牡５鹿 ５１ 国分 優作市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２１：２２．０クビ ６８．１�
８１５� フレッドバローズ �５鹿 ５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５１８＋１２ 〃 クビ １９．３�
４７ ジョーメテオ 牡５鹿 ５６ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５１４± ０ 〃 ハナ ５．７�
８１４ バンダムクラウス 牡４鹿 ５２ 国分 恭介山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４５８－ ４１：２２．１クビ ５７．３	
３４ ハッピーパレード 牝５黒鹿５３ M．デムーロ馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４４－ ６ 〃 アタマ ４．３


（伊）

１１ アディアフォーン 牝５黒鹿５３ 高倉 稜�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋ ８１：２２．２� １２．４�
５８ フォレストルーラー 牡５鹿 ５３ 丸野 勝虎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ １８３．９
（愛知）

２２ ピースピース 牡５鹿 ５６ 川田 将雅��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４７２－ ２１：２２．３クビ １１．９�
２３ メルシーヨーク 牝６鹿 ５３ 幸 英明永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４４２＋ ２ 〃 クビ １９．６�
５９ � アグネスティンクル 牡４栗 ５４ 福永 祐一渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４７０＋ ８ 〃 アタマ ５５．３�
４６ ザ ザ 牝６鹿 ５２ 秋山真一郎谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４８４＋１０１：２２．４クビ １４３．４�
７１３ トシザコジーン 牝６芦 ５０ 中村 将之上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８２＋ ４１：２３．０３� １４３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３８０，２００円 複勝： ５６，２３３，１００円 枠連： ２４，６４２，２００円

普通馬連： １１９，９９１，２００円 馬単： ６６，９０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，６３４，０００円

３連複： １５９，９０３，６００円 ３連単： ２７２，４７４，０００円 計： ７７６，１６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ５２０円 枠 連（６－７） ９００円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，９１０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� ９，３６０円 ３ 連 単 ��� ３９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３０３８０２ 的中 � ６０６４２（１番人気）
複勝票数 計 ５６２３３１ 的中 � ９８９４７（１番人気）� ８７２２０（３番人気）� ２１８７３（８番人気）
枠連票数 計 ２４６４２２ 的中 （６－７） ２０４２５（１番人気）
普通馬連票数 計１１９９９１２ 的中 �� ８４１０７（１番人気）
馬単票数 計 ６６９０７１ 的中 �� ２５７０３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５６３４０ 的中 �� ２７０３２（２番人気）�� ５６１５（２７番人気）�� ５８６０（２４番人気）
３連複票数 計１５９９０３６ 的中 ��� １２６１１（３６番人気）
３連単票数 計２７２４７４０ 的中 ��� ５１２７（１３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．６―４７．３―５８．５―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロワラモー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００９．７．４ 札幌２着

２００７．３．２４生 牝４黒鹿 母 メ ジ ェ ー ル 母母 カスパースカイゴールド １４戦３勝 賞金 ４５，５８７，０００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。

０４０４６ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

かしはら

橿原ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．２．６以降２３．１．３０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２４ トーホウチェイサー 牡４栗 ５５ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４９０＋ ２１：１１．７ ４．３�

８１６ ナムラカクレイ 牡５栗 ５６ M．デムーロ奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４８２＋ ４１：１１．８� ５．９�
（伊）

８１５� ネオフリーダム 牡６鹿 ５５ 国分 恭介伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１２± ０ 〃 クビ ２９．７�
４８ ア ナ モ リ 牝６鹿 ５３ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４３２－ ４１：１１．９� ７．７�
５１０	 エーシンリードオー 牝５黒鹿５３ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ４１：１２．１１
 ９．２�
７１４	 ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５７ 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２４＋ ４１：１２．３１� １１．７�
７１３ スマートブレード 牡１０黒鹿５５ 幸 英明大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５４０＋ ４１：１２．４� ７６．１	
３５ ダノンアスカ 牡６青鹿５４ 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 ５２０－ ４１：１２．５クビ ３２．２

６１２	 セレスダイナミック �８黒鹿５１ 高倉 稜岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４８８＋１４１：１２．６� １７８．９�
４７ エアティアーモ 牝４青鹿５４ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：１２．７� ２．８�
５９ アグネスマクシマム 牡７栗 ５４ 小林 徹弥渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４８４－ ２１：１２．８� ９３．６
２３ メイショウイッキ 牡６鹿 ５４ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ８６．８�
３６ トウショウクエスト 牡６栗 ５４ 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 ５３２＋ ２１：１３．１１� ３６．７�
１１ リリーハーバー 牡７黒鹿５５ 小坂 忠士土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ５１０＋ ６１：１３．３� ３７．１�
６１１ ドリームフォワード 牡４栗 ５３ 秋山真一郎セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２１：１３．５１� １７６．８�
１２ チャレンジシチー 牡９鹿 ５３ 田村 太雅 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５０２－ ２１：１４．２４ ４３６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，６９４，１００円 複勝： ６８，２１０，３００円 枠連： ３５，３７８，２００円

普通馬連： １６６，２２３，５００円 馬単： ９５，３８１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，５６７，９００円

３連複： ２１３，２１２，０００円 ３連単： ３８７，４５７，４００円 計： １，０６４，１２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ８６０円 枠 連（２－８） １，２１０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ２，８３０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� １５，７３０円 ３ 連 単 ��� ６５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ４０６９４１ 的中 � ７４５８４（２番人気）
複勝票数 計 ６８２１０３ 的中 � １３４６８０（２番人気）� ９５４６０（３番人気）� １５２７８（１０番人気）
枠連票数 計 ３５３７８２ 的中 （２－８） ２１６０５（５番人気）
普通馬連票数 計１６６２２３５ 的中 �� ８７５２６（４番人気）
馬単票数 計 ９５３８１０ 的中 �� ２８９１４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７５６７９ 的中 �� ２７２５８（４番人気）�� ４８２４（２８番人気）�� ４７７９（２９番人気）
３連複票数 計２１３２１２０ 的中 ��� １０００７（４７番人気）
３連単票数 計３８７４５７４ 的中 ��� ４３５８（１８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．０―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．９―５９．２

コーナー
通過順位

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

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 ９戦４勝 賞金 ４６，８１４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 パッションローズ号
※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。



０４０４７ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第５１回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （NHK賞） （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

NHK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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５６ トーセンラー 牡３黒鹿５６ M．デムーロ島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３２－１０１：４７．６ ５．１�
（伊）

６７ リキサンマックス 牡３青鹿５６ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B４４２－ ６ 〃 クビ ４３．３�
７１０ 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 ４５０－ ６１：４７．８１� ２．９�
７９ ウインバリアシオン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：４８．０１� ２．８�
８１２ メイショウナルト 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ４１：４８．１	 １３．４	
３３ コティリオン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：４８．３１	 ６．４

８１１ カ ー マ イ ン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４８．８３ ３０．１�
５５ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４２± ０１：４９．０１ ８７．８�
２２ 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 ４８２－ ４１：４９．１
 ７７．９
４４ 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 ４２２－ ４１：４９．３１� ３１．６�
６８ セトノシャンクス 牡３栗 ５６ 川田 将雅難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６２＋ ６１：５０．５７ ３１４．１�
１１ � リアライズペガサス 牡３鹿 ５６ 吉田 稔�リアライズ 森 秀行 米 Barnett

Enterprises B４４４－ ９１：５２．７大差 ２８６．０�
（愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３３，６８５，５００円 複勝： １８０，６８９，０００円 枠連： １０１，４７６，６００円

普通馬連： ５２３，９０３，７００円 馬単： ３３３，９３３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５７，９９９，３００円

３連複： ６６１，６２４，０００円 ３連単： １，６６９，４１９，５００円 計： ３，７６２，７３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � ８８０円 � １６０円 枠 連（５－６） ７，７４０円

普通馬連 �� １０，２８０円 馬 単 �� １８，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２５０円 �� ３３０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� １０，２００円 ３ 連 単 ��� ８９，５００円

票 数

単勝票数 計１３３６８５５ 的中 � ２０９３７３（３番人気）
複勝票数 計１８０６８９０ 的中 � ２６２５１０（３番人気）� ３８０４２（８番人気）� ３９６３６７（２番人気）
枠連票数 計１０１４７６６ 的中 （５－６） ９６７９（１４番人気）
普通馬連票数 計５２３９０３７ 的中 �� ３７６４４（２４番人気）
馬単票数 計３３３９３３５ 的中 �� １３２４７（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５７９９９３ 的中 �� １５９２４（２４番人気）�� １３８８９２（２番人気）�� ２０４３１（１９番人気）
３連複票数 計６６１６２４０ 的中 ��� ４７８７３（３０番人気）
３連単票数 計１６６９４１９５ 的中 ��� １３７６６（２１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．３―４７．７―１：００．２―１：１２．２―１：２３．５―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー ２０１０．１１．７ 京都１着

２００８．４．２１生 牡３黒鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image ４戦２勝 賞金 ５１，５０９，０００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。

０４０４８ ２月６日 晴 良 （２３京都２）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５５ キ ラ ウ エ ア 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：５４．１ １．６�

１１ ユジェニックブルー 牡４黒鹿 ５６
５３ ▲国分 優作 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２４－１０ 〃 クビ １０．３�

２２ ス エ ズ �６鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１４± ０１：５４．５２� ４．１�
７７ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７８－ ２１：５４．６クビ １３．３�
７８ アイアムイチバン 牡４芦 ５６ M．デムーロ堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８４± ０１：５４．７	 ７．５�

（伊）

６６ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７
５５ △高倉 稜バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７８－ ２１：５４．９１
 ３２．１	

３３ ミ コ ノ ス 牝６芦 ５５
５４ ☆国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３８－ ４ 〃 クビ ６３．８


８９ エスジーセブンティ 牝５黒鹿５５ 小林 徹弥窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４４８－ ８１：５５．１１
 ２７０．３�
４４ 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 B４７０－ ６１：５５．５２� ４７．０�
８１０ チャーミーハヅキ 牝４芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５４± ０１：５８．０大差 １０８．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４３，００１，６００円 複勝： ７７，４２７，８００円 枠連： ３０，３７９，１００円

普通馬連： １２２，５２９，８００円 馬単： １０３，９９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，８９５，５００円

３連複： １４８，９９２，８００円 ３連単： ４４２，５５１，８００円 計： １，０１７，７７３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（１－５） ７５０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ４３００１６ 的中 � ２１４２５５（１番人気）
複勝票数 計 ７７４２７８ 的中 � ４１８３４９（１番人気）� ６６７２６（３番人気）� １１６４１６（２番人気）
枠連票数 計 ３０３７９１ 的中 （１－５） ３００６９（３番人気）
普通馬連票数 計１２２５２９８ 的中 �� １１６７７８（３番人気）
馬単票数 計１０３９９４６ 的中 �� ７０９７６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８８９５５ 的中 �� ５８２３４（２番人気）�� １０２１４３（１番人気）�� ２３５４９（６番人気）
３連複票数 計１４８９９２８ 的中 ��� １７４９０４（２番人気）
３連単票数 計４４２５５１８ 的中 ��� １１６１６８（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３７．３―５０．７―１：０４．１―１：１７．４―１：２９．８―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．７
１
３
１０－１－５，６（２，３）（７，８）－（４，９）・（１０，１）（２，５，６）８（７，３）（４，９）

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

勝馬の
紹 介

キ ラ ウ エ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．７．１９ 新潟８着

２００７．２．２０生 牡４黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ １９戦３勝 賞金 ５７，７５０，０００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。



（２３京都２）第４日 ２月６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 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

２５８，２７０，０００円
１７，３２０，０００円
１，６４０，０００円
２４，０４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，０８４，０００円
５，２４６，８００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３９５，９９１，６００円
６４９，６５５，３００円
２９６，６０３，７００円
１，３０９，７４８，４００円
８７３，１９０，１００円
４８６，４８２，３００円
１，７１４，６２５，５００円
３，７０１，５９２，８００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 ９，４２７，８８９，７００円

総入場人員 ２３，４１８名 （有料入場人員 ２１，８０５名）


