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０４０４９ ２月１２日 晴 良 （２３京都２）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

６９ エーシンジョイフル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４３４－ ８１：５９．４ ２０．７�

２２ ライヴマジック 牝３鹿 ５４ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１４－１６１：５９．６１ ７．２�

４４ 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± ０１：５９．８１� ８．４�
７１０ 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 ４７２＋ ２ 〃 ハナ １．９�
（伊）

５７ ユウキオジョウー 牝３栗 ５４ 和田 竜二ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４３２＋ ２１：５９．９� ４．８�
４５ 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± ０２：００．０� １０．６�
８１３ ルレーヴドメール 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 	キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２２：００．２１� １２．０

８１２ 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 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ２９６．４�
１１ 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 ４３４＋ ４２：００．４１ ５８．０�
６８ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３８－１０２：００．５� １９６．１
５６ ダイナミックワルツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４０６± ０２：００．７１� ３３０．６�
３３ ミ ロ ス 牝３栗 ５４ 吉田 稔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４４８－１０２：０１．８７ ２２９．７�
（愛知）

（１２頭）
７１１ セシリアシチー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，０８６，２００円 複勝： ２９，１６２，４００円 枠連： ７，８９１，４００円

普通馬連： ３０，２５６，６００円 馬単： ２４，２５５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２１８，０００円

３連複： ４６，５２８，８００円 ３連単： ７８，８４５，１００円 計： ２４５，２４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ６６０円 � ３１０円 � ３６０円 枠 連（２－６） ５，３１０円

普通馬連 �� ６，４８０円 馬 単 �� １５，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� １，５２０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １４，１８０円 ３ 連 単 ��� １０８，９７０円

票 数

単勝票数 計 １３０８６２ 的中 � ４９９０（７番人気）
複勝票数 計 ２９１６２４ 的中 � １０７１５（７番人気）� ２６２７３（３番人気）� ２２１７７（５番人気）
枠連票数 計 ７８９１４ 的中 （２－６） １０９８（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３０２５６６ 的中 �� ３４４７（２０番人気）
馬単票数 計 ２４２５５７ 的中 �� １１６５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２１８０ 的中 �� ２０５２（２１番人気）�� ２４５４（２０番人気）�� ４００２（１２番人気）
３連複票数 計 ４６５２８８ 的中 ��� ２４２２（３５番人気）
３連単票数 計 ７８８４５１ 的中 ��� ５３４（２４１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．２―１４．７―１４．７―１４．１―１２．９―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．６―５２．３―１：０７．０―１：２１．１―１：３４．０―１：４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

エーシンジョイフル �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神４着

２００８．３．７生 牝３鹿 母 カンザスガール 母母 Speak Straight ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔出走取消〕 セシリアシチー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。

０４０５０ ２月１２日 晴 良 （２３京都２）第５日 第２競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４６ 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± ０１：１３．２ １．３�

５８ レッドマロン 牝３栃栗５４ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４６８＋ ２１：１４．０５ ６．４�
３５ メイショウテンカイ 牡３芦 ５６ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 ４８０－ ６ 〃 アタマ ６．３�
３４ ワイズアンドクール 牡３黒鹿５６ 福永 祐一青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８４－１２１：１４．７４ ２９．７�
８１５ メイショウサリマン 牡３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４８０＋ ２１：１４．８クビ １０．７�
６１１ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 安部 幸夫増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ １３２．５	

（愛知）

７１３ ハイエストバイオ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ５０２－ ４１：１５．４３� ４９１．０


２３ ウォーターリバティ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４４２－ ２１：１５．５� ２５５．９�
５９ ファンキートット 牝３栃栗５４ 後藤 浩輝海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：１５．６クビ ８５．５�
７１２ シゲルトウカツカン 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４６６－ ４１：１５．９１� ９７．８
１１ シャンパンタワー �３芦 ５６ 吉田 稔 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４７４＋ ４１：１６．２２ ３１０．６�

（愛知）

６１０ シャインストーン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４４４＋ ６１：１６．３クビ ４６３．７�
４７ ミスバイアモン 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６２－ ８１：１６．８３ ２２３．０�
２２ テイエムライチョウ 牝３鹿 ５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４４８－ ４１：１７．２２� ５０２．１�
８１４ ブライアンズメテオ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４３８± ０１：１７．３� １７３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，９４６，３００円 複勝： ５２，７８８，７００円 枠連： １０，３４０，３００円

普通馬連： ３２，０２６，４００円 馬単： ３０，４３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０４９，６００円

３連複： ４８，６９０，２００円 ３連単： ９４，８６１，５００円 計： ３０１，１４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １４０円 枠 連（４－５） ２９０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １６０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ３３０円 ３ 連 単 ��� ９６０円

票 数

単勝票数 計 １６９４６３ 的中 � １０３０２４（１番人気）
複勝票数 計 ５２７８８７ 的中 � ３７３５０７（１番人気）� ４９６３１（２番人気）� ４２４１５（３番人気）
枠連票数 計 １０３４０３ 的中 （４－５） ２７００５（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２０２６４ 的中 �� ８５４５７（１番人気）
馬単票数 計 ３０４３９７ 的中 �� ５７２６１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０４９６ 的中 �� ２８５１２（１番人気）�� ２６９２６（２番人気）�� ９８２５（４番人気）
３連複票数 計 ４８６９０２ 的中 ��� １１０６４８（１番人気）
３連単票数 計 ９４８６１５ 的中 ��� ７３２６３（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１１．８―１２．１―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．１―３５．９―４８．０―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ロ カ ム イ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 プルラリズム デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神５着

２００８．３．１４生 �３栗 母 メルヘンローズ 母母 オオシマスズラン ４戦１勝 賞金 ９，７００，０００円
〔その他〕 ブライアンズメテオ号は，最後の直線コース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。
※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。

第２回　京都競馬　第５日



０４０５１ ２月１２日 晴 良 （２３京都２）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ デスペラード 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４７２－ ６１：５５．０ ７．６�

８１６ 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 ５０６＋ ８１：５５．７４ ４．６�
７１３ バンブーチェルシー 牡３青鹿５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７６＋ ２１：５５．８� １１．４�
８１５ アイアンテール 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 ４８８－ ２１：５５．９クビ １４．２�
５１０ ペガサスプリンス 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－ ６１：５６．５３� ７．６�

２４ 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 ４４４± ０１：５６．８１� ４０５．０	

４８ ウォーターデューク 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４６＋ ４１：５６．９� １８．６

３５ ビーチパレード 牝３黒鹿５４ U．リスポリ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：５７．１１� ８．２�

（伊）

３６ アウリーストーム 牡３黒鹿５６ 小牧 太平口 信行氏 谷 潔 浦河 大柳ファーム ４７８＋ ６１：５７．７３� ２．６�
１２ 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 ４２４－ ２１：５７．８クビ ２６．９�
４７ トーワゴールド 牡３青鹿５６ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４６± ０１：５８．２２� ３６４．３�
２３ プロパティー 牡３黒鹿５６ 田中 健深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 山際 智 B４６０± ０１：５８．３� ６２４．４�
７１４ サンレイデューク 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４５４－１２１：５８．４� ２６０．９�
５９ 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± ０１：５９．４６ １１５．１�
６１２ エドモンドシチー 牡３鹿 ５６ 中村 将之 友駿ホースクラブ 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド ４７０± ０２：００．４６ ２３５．２�
６１１ スプリングディナン 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 ４５６＋ ２２：００．８２� ５０５．０�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０８５，３００円 複勝： ２８，５４０，３００円 枠連： １２，２２５，４００円

普通馬連： ３７，８２２，６００円 馬単： ２６，３４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９４０，７００円

３連複： ５７，００９，１００円 ３連単： ８２，４６２，６００円 計： ２７８，４２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � ２６０円 � ２９０円 枠 連（１－８） ９２０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，０３０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ５，７６０円 ３ 連 単 ��� ２７，０９０円

票 数

単勝票数 計 １６０８５３ 的中 � １６７６８（４番人気）
複勝票数 計 ２８５４０３ 的中 � ３５６３９（２番人気）� ２９６８８（５番人気）� ２４６８１（６番人気）
枠連票数 計 １２２２５４ 的中 （１－８） ９８９６（４番人気）
普通馬連票数 計 ３７８２２６ 的中 �� １７８２０（６番人気）
馬単票数 計 ２６３４２５ 的中 �� ５２７１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９４０７ 的中 �� ７７６５（５番人気）�� ４２０７（１４番人気）�� ４７０４（１１番人気）
３連複票数 計 ５７００９１ 的中 ��� ７３１６（２４番人気）
３連単票数 計 ８２４６２６ 的中 ��� ２２４７（９６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１３．７―１３．７―１４．０―１３．０―１２．２―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３７．６―５１．３―１：０５．３―１：１８．３―１：３０．５―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．７
１
３
１５，１６（４，１２）（５，１３）－（１，２）９（６，１０）８，７，１４－（３，１１）
１５（１６，１３）（４，１０，８）（１２，５）２（１，１４）－（７，９，６）－３，１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デスペラード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１．９ 京都１４着

２００８．２．２７生 牡３鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エドモンドシチー号・スプリングディナン号は，平成２３年３月１２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。

０４０５２ ２月１２日 曇 良 （２３京都２）第５日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ 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 ４８８－ ２１：１２．７ ３．１�

２３ テイクアベット 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５０４＋１０１：１２．８� ６．８�

８１６� キョウエイバサラ 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock ５１０－ ６ 〃 ハナ ８．７�

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 ４７６＋ ４１：１３．７５ ４．０�
３５ シゲルカンサヤク 牡３栗 ５６ 赤木高太郎森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４６２－１０１：１３．８クビ ２０２．６�
１１ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 岩田 康誠国本 哲秀氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－１０１：１３．９� １２．４�
４８ ノーブルディード 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎 	サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１４．１１ １７．３

６１２ ナムラドリーミー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １６．１�
１２ アスカノバッハ 	３黒鹿５６ 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６＋ ４１：１４．２� ３４．１�
７１３ ヒミノキンカメ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４９０＋ ４１：１４．６２� ４８９．６
２４ 
 エーシンカリオーン 牡３黒鹿５６ 小牧 太�栄進堂 野元 昭 浦河 高村牧場 ４５８－ １１：１５．０２� ７５．５�
３６ クランチタイム 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ４９８＋ ４１：１５．６３� ２０２．６�
５１０ マキシムカムイ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦小田 廣美氏 田島 良保 むかわ エスティウィンファーム ４３６± ０１：１５．９２ ２０２．１�
４７ ビットスターダム 牡３芦 ５６

５５ ☆国分 恭介馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４５４＋ ４１：１６．１１ ５２．８�

５９ � バージンバースト 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫	ホースケア 安部 弘一 新ひだか 沖田 哲夫 ４０２－ １１：１６．２� ５６７．９�
（愛知） （愛知）

８１５ ネオファンシー 牝３栗 ５４ 福永 祐一	桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７８± ０１：１６．５１� ６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３８４，４００円 複勝： ２９，０１８，５００円 枠連： １３，７４４，６００円

普通馬連： ４４，４４４，１００円 馬単： ３０，０７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８２９，８００円

３連複： ６１，１６８，９００円 ３連単： ９２，７４６，８００円 計： ３１１，４０８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（２－６） ９４０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ６００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １５，３３０円

票 数

単勝票数 計 １９３８４４ 的中 � ４９８３１（１番人気）
複勝票数 計 ２９０１８５ 的中 � ５８６３１（２番人気）� ３３０４５（３番人気）� ２９８５１（４番人気）
枠連票数 計 １３７４４６ 的中 （２－６） １０８１４（４番人気）
普通馬連票数 計 ４４４４４１ 的中 �� ２９９９２（２番人気）
馬単票数 計 ３００７１４ 的中 �� １０４８２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８２９８ 的中 �� １０５０５（３番人気）�� ８５７４（６番人気）�� ６２５６（１０番人気）
３連複票数 計 ６１１６８９ 的中 ��� １４４０８（７番人気）
３連単票数 計 ９２７４６８ 的中 ��� ４４６６（３２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．８―１２．３―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．７―３５．５―４７．８―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフリカンハンター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神１３着

２００８．４．２７生 牡３栗 母 チ ー タ ー 母母 Stepping High ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 ゴールデンアタック号の騎手幸英明は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウエストハーバー号・カレンデイムーン号
※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。



０４０５３ ２月１２日 曇 良 （２３京都２）第５日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

６１１ 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 ４５０－ ４１：３７．２ ４．０�

３５ アストロロジー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６６－ ２１：３７．３� ３．４�

７１３ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５１２＋ ４１：３７．６２ １１．８�
（愛知）

５９ ショウナンアピア 牝３青 ５４ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４３２＋１０１：３７．９１� １２０．４�
２４ タガノラガマフィン 牡３鹿 ５６ 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５４＋ ８１：３８．１１ １５６．７�
３６ ブロンクステイル 牡３黒鹿５６ U．リスポリ �キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ８．６�

（伊）

４７ ロードエアフォース 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 	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 ４７６＋ ２１：３８．４１� ７．３

１２ 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± ０１：３８．５� １８９．９�
２３ マルデデルマ 牝３栗 ５４ 小牧 太吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２ 〃 クビ ５６．５�
４８ 	 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 ４８０＋ ４１：３８．７１� ２０．３
７１４ マイネルハミルトン 牡３青鹿５６ 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 パカパカ
ファーム ４６８＋ ８ 〃 クビ ２３２．７�

１１ アドマイヤバートン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：３８．８� ３．８�
８１６ 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 ４５４＋ ８ 〃 アタマ ７０．３�
６１２ メイショウアサギリ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 ４２０－１２１：３９．６５ ５７８．４�
５１０ トミケンルティレ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作冨樫 賢二氏 鈴木 孝志 新ひだか 落合 一巳 ３９２－ ６１：４０．１３ ５６６．６�
８１５ 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 ４１０－ ４１：４１．６９ ４３９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６８８，２００円 複勝： ３４，９１８，８００円 枠連： １２，３１１，８００円

普通馬連： ４４，３０３，９００円 馬単： ３２，４９８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６５７，９００円

３連複： ６４，４９４，８００円 ３連単： １０９，３５４，４００円 計： ３３８，２２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ５９０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ７３０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� １３，０３０円

票 数

単勝票数 計 １７６８８２ 的中 � ３４８７０（３番人気）
複勝票数 計 ３４９１８８ 的中 � ６２５４８（３番人気）� ７３１８３（１番人気）� ２７０４９（６番人気）
枠連票数 計 １２３１１８ 的中 （３－６） １５４１３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４４３０３９ 的中 �� ３８５９５（２番人気）
馬単票数 計 ３２４９８９ 的中 �� １２９０８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６５７９ 的中 �� １６１５３（４番人気）�� ７３２５（１２番人気）�� ８０４８（１０番人気）
３連複票数 計 ６４４９４８ 的中 ��� １８４７８（１０番人気）
３連単票数 計１０９３５４４ 的中 ��� ６１９８（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．８―４９．１―１：０１．９―１：１４．４―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンフクジン �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１１．１．２２ 京都２着

２００８．４．９生 �３黒鹿 母 ニシオノーブル 母母 メインステージ ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロンティアラ号は，平成２３年３月１２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。

０４０５４ ２月１２日 晴 良 （２３京都２）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７９ トーセンレーヴ 牡３鹿 ５６ U．リスポリ島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：５１．５ １．３�
（伊）

２２ マルカプレジオ 牡３栃栗５６ 福永 祐一河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４８４ ― 〃 クビ １８．７�
４４ ダヴィンチバローズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４７４ ―１：５１．８１� ７．８�
７８ レディオスソープ 牝３栗 ５４ 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：５２．１２ １８．５�
５５ ネオザウイナー 牡３青鹿５６ 藤田 伸二小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６ ―１：５２．３１� ８．９�
６７ ラフアウェイ 牝３青 ５４ 岩田 康誠�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３４ ―１：５２．７２� ３０．７	
１１ タガノマツカゼ 	３青鹿５６ 安部 幸夫八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 八木牧場 ５３８ ―１：５２．８クビ ２３．５


（愛知）

８１０ イサミスマイル 牝３鹿 ５４ 小牧 太前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４２８ ―１：５３．１１� ５３．３�
３３ トウカイカンナ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介内村 正則氏 中村 均 平取 二風谷ファーム ４４４ ―１：５３．５２� １３１．０�
８１１ ザ ベ ラ ル 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４１６ ―１：５３．８２ １２６．０
６６ ナムラシャルマン 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作奈村 信重氏 水野 貴広 様似 猿倉牧場 ４９８ ―１：５５．０７ １３１．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，７２３，７００円 複勝： ７５，９１３，０００円 枠連： １０，２１９，３００円

普通馬連： ４３，９１５，９００円 馬単： ５１，８５５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６２７，３００円

３連複： ５７，６９９，１００円 ３連単： １６７，７６９，７００円 計： ４６６，７２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（２－７） ６８０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３５７２３７ 的中 � ２２５７７８（１番人気）
複勝票数 計 ７５９１３０ 的中 � ５４３５１１（１番人気）� ３１０８９（４番人気）� ５２５１３（３番人気）
枠連票数 計 １０２１９３ 的中 （２－７） １１１３７（３番人気）
普通馬連票数 計 ４３９１５９ 的中 �� ４６４４１（３番人気）
馬単票数 計 ５１８５５０ 的中 �� ４９４７４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６２７３ 的中 �� １８３９９（３番人気）�� ３３３４８（１番人気）�� １０６８６（７番人気）
３連複票数 計 ５７６９９１ 的中 ��� ４２３１３（２番人気）
３連単票数 計１６７７６９７ 的中 ��� ４２５４８（６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１２．４―１２．５―１３．３―１２．７―１２．７―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３７．５―５０．０―１：０３．３―１：１６．０―１：２８．７―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon 初出走

２００８．３．２１生 牡３鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０５５ ２月１２日 曇 良 （２３京都２）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・右）

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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

２３ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８４± ０１：２４．８ １６．２�

３６ エーシンビートロン 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４８４＋ ４１：２５．１１� １．４�
６１１� モエレジュンキン 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４６０＋ ６１：２５．８４ １７．８�
８１５ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５４± ０１：２６．３３ ５９．２�
３５ ジュエルビスティー 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４４２－１０ 〃 クビ ５４．９�
１１ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０－１０１：２６．４クビ ６６．８	
５９ ナンヨークイーン 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４５０－ ６１：２６．５	 ２６７．８

６１２ フィールドドリーム 牡４栗 ５７ 秋山真一郎吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５１８＋１０ 〃 クビ ６．２�
４８ � レインボースター 牡５青鹿５７ 幸 英明前田 幸治氏 和田正一郎 様似 猿倉牧場 ５１４＋ ８１：２６．６クビ ２０４．３�
８１６ オーシャンキャスト 牡４鹿 ５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １３．６
２４ スナークヒロイン 牝４芦 ５５

５４ ☆国分 恭介杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ３９．０�
１２ 
� エアレモネード 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm ４４０－ ５１：２６．９１� １０７．９�
７１３
� グッドリーズン 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝青木 基秀氏 田中 剛 米 Woods

Edge Farm ４７８± ０１：２７．１１� ５２．９�
５１０ ジ ュ モ ー 牝５栗 ５５ U．リスポリ吉田 和美氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：２７．３１� １５．４�

（伊）

７１４ マ サ ヤ マ ト 牡６栗 ５７ 武 幸四郎丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５４４＋ ６１：２８．３６ １０７．２�
４７ � タケデンエビス 牡５鹿 ５７ 鷹野 宏史武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４８４－ ６１：２９．６８ １９３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９６５，６００円 複勝： １００，３８４，９００円 枠連： １７，３５３，０００円

普通馬連： ６３，９４３，３００円 馬単： ５２，１２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９５２，８００円

３連複： ９０，１０１，９００円 ３連単： １７６，７９７，８００円 計： ５５９，６２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ２６０円 � １１０円 � ３１０円 枠 連（２－３） ５２０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，１６０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� １８，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２７９６５６ 的中 � １３６６８（５番人気）
複勝票数 計１００３８４９ 的中 � ３８４９１（３番人気）� ７２５１８７（１番人気）� ３００６７（６番人気）
枠連票数 計 １７３５３０ 的中 （２－３） ２４９９５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６３９４３３ 的中 �� ６４０１８（３番人気）
馬単票数 計 ５２１２２４ 的中 �� １３８０１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９５２８ 的中 �� ２３２８７（４番人気）�� ５９１４（１１番人気）�� ２０８２５（５番人気）
３連複票数 計 ９０１０１９ 的中 ��� ３０１４７（６番人気）
３連単票数 計１７６７９７８ 的中 ��� ６９６１（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．１―３５．４―４７．７―５９．９―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．４．１０ 福島１１着

２００７．４．１９生 牡４鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ ５戦２勝 賞金 １４，２４０，０００円
※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） ２頭 チャームドライフ号・トーコーブロンコ号
（非抽選馬） ４頭 アイファーハイカラ号・カシノハクリュウ号・ゴーゴーシュンスケ号・マックスコヒヌール号
※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。

０４０５６ ２月１２日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都２）第５日 第８競走 ��３，７６０�

よど

淀ジャンプステークス
発走１３時５０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード４：１４．４良・良

８９ プライドイズハート 牡７鹿 ６１ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１２－ ４４：１６．９ ３．０�

５５ トーセンジョーカー 牡８栗 ６１ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４５４－ ６ 〃 クビ ３．５�
３３ ヒシカツヒトリタビ 牡４芦 ５９ 佐久間寛志阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ５０６－ ４４：１７．５３� ６０．０�
８１０� ピエナミッチー 牡６鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０± ０４：１８．６７ １０．３�
６６ ピサノシンボル 牡５鹿 ６０ 横山 義行市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０８－ ２ 〃 クビ ２０．２�
１１ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ６０ 小坂 忠士林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４０－ ４４：１８．９１� ５．８�
７７ 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 ４４６＋１０４：２０．０７ １０．９	
４４ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４８２± ０４：２１．２７ ２９．６

７８ エルジャンクション �５鹿 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 ４６８－ ６ （競走中止） ６．３�
２２ モモタロサン 牡７栗 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ２ （競走中止） ７３．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，１１０，２００円 複勝： １９，４１５，４００円 枠連： １４，１７７，７００円

普通馬連： ４３，７４４，４００円 馬単： ３２，５８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９５１，８００円

３連複： ６０，８３６，２００円 ３連単： １１９，１１７，９００円 計： ３２１，９３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １，０３０円 枠 連（５－８） ３８０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３，４６０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� １６，７５０円 ３ 連 単 ��� ６４，５００円

票 数

単勝票数 計 １５１１０２ 的中 � ４０１１４（１番人気）
複勝票数 計 １９４１５４ 的中 � ４０３８２（２番人気）� ４６０４９（１番人気）� ３０４０（１０番人気）
枠連票数 計 １４１７７７ 的中 （５－８） ２８２０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３７４４４ 的中 �� ５６５０１（１番人気）
馬単票数 計 ３２５８３４ 的中 �� １８８６６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９５１８ 的中 �� １８６４７（１番人気）�� １０８１（３２番人気）�� １２２７（３１番人気）
３連複票数 計 ６０８３６２ 的中 ��� ２６８２（５０番人気）
３連単票数 計１１９１１７９ 的中 ��� １３６３（１９４番人気）

上り １マイル １：４７．５ ４F ５４．５－３F ４１．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プライドイズハート 
�
父 キングオブキングス 

�
母父 ダンスホール デビュー ２００６．７．１６ 新潟３着

２００４．３．２７生 牡７鹿 母 オールダンシーズ 母母 オールザイヤーズ 障害：１９戦３勝 賞金 ５９，９５８，０００円
〔競走中止〕 モモタロサン号は，３周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

エルジャンクション号は，３周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０４０５７ ２月１２日 曇 良 （２３京都２）第５日 第９競走 ��
��１，８００�つ ば き 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７９ ダノンシャーク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４４－ ４１：４８．１ ３．０�

５６ プ レ イ 牡３青鹿５６ 和田 竜二岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４１：４８．３１� ４．０�
６８ 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 ４６０＋ ２１：４８．８３ １３．１�
８１１ ヌーベルバーグ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４－ ８１：４９．０１� ５．２�
３３ トップシャイン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６４－ ８１：４９．７４ １０．６�
８１２ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５６－ ２１：４９．８� ２２０．０	
５５ ハーキュリーズ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：５０．０１ １０．８

７１０ アドマイヤパーシア 牡３栗 ５６ U．リスポリ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４ 〃 クビ ６．８�

（伊）

２２ 	 ゼ ニ ト ッ タ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔萩 英男氏 野島三喜雄 日高 中川 哲也 ４３６－２４１：５１．５９ １９５．５�
（愛知） （愛知）

１１ ジェットストリーム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 浅見 秀一 むかわ 上水牧場 ４７８－１４１：５１．７１� ９９．６
４４ ナムラカメーリア 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫奈村 信重氏 福島 信晴 日高 豊洋牧場 ４２８－ ６１：５２．３３� ３２．８�

（愛知）

６７ ラバーフロー 牡３栗 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ６１：５３．８９ ７３．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，７４３，９００円 複勝： ６６，３９８，０００円 枠連： ２１，２５９，９００円

普通馬連： １０７，５６６，７００円 馬単： ６８，２５１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２８０，８００円

３連複： １３６，０９３，１００円 ３連単： ２６５，０３８，５００円 計： ７４１，６３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（５－７） ２９０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ４９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３７７４３９ 的中 � １０１５８０（１番人気）
複勝票数 計 ６６３９８０ 的中 � １７６１２５（１番人気）� １１９１９７（２番人気）� ５５２１０（６番人気）
枠連票数 計 ２１２５９９ 的中 （５－７） ５４２８７（１番人気）
普通馬連票数 計１０７５６６７ 的中 �� １３３５９８（１番人気）
馬単票数 計 ６８２５１５ 的中 �� ４９１０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２８０８ 的中 �� ４４５３０（１番人気）�� １８９１１（６番人気）�� １５９７８（８番人気）
３連複票数 計１３６０９３１ 的中 ��� ６２５７１（４番人気）
３連単票数 計２６５０３８５ 的中 ��� ３２１６４（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．５―１２．４―１２．９―１２．７―１１．８―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３５．０―４７．４―１：００．３―１：１３．０―１：２４．８―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシャーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．２ 阪神２着

２００８．３．９生 牡３鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ５戦２勝 賞金 ２２，０７３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラカメーリア号・ラバーフロー号は，平成２３年３月１２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。

０４０５８ ２月１２日 小雨 良 （２３京都２）第５日 第１０競走 ��
��２，０００�

い な り

稲 荷 特 別
発走１５時００分 （芝・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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

６７ フミノイマージン 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７０＋１８２：０３．５ ５．４�

２２ メイショウジンム 牡５鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４２＋１０２：０３．７１� ６．３�
１１ マ ナ ク ー ラ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ８２：０３．８クビ １５．８�
７１０ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８８＋ ８２：０４．０１� ９２．１�
８１１ アドマイヤセナ 牡８栗 ５７ U．リスポリ近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５００－ ６ 〃 クビ ３．８�

（伊）

６８ 	 ハギノアスラン 
７鹿 ５７ 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４５４± ０２：０４．２１� ３２．４�
３３ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ３．７	
８１２ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５４ 小林 徹弥 
サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ２２：０４．５２ １７１．４�
５５ 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 ４６６＋ ４２：０４．７１ ７．４�
４４ レジェンドブルー 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５０－１４ 〃 クビ ８．９
５６ サブコンシャス 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介 
キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ２２：０４．８� ４２．０�
７９ マイネルファーマ 牡８栗 ５７ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ５１２＋１８２：０５．１１� ２４６．３�
（愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，６９２，１００円 複勝： ６４，１７０，９００円 枠連： ２１，７０５，２００円

普通馬連： １２５，２９０，４００円 馬単： ７３，４９４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，７３９，９００円

３連複： １５１，０７４，１００円 ３連単： ２９３，０８４，０００円 計： ８０５，２５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ３８０円 枠 連（２－６） １，８７０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，４２０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ９，０９０円 ３ 連 単 ��� ４１，４００円

票 数

単勝票数 計 ３３６９２１ 的中 � ４９６０４（３番人気）
複勝票数 計 ６４１７０９ 的中 � ８６０２９（４番人気）� ８９１４０（３番人気）� ３８９１３（７番人気）
枠連票数 計 ２１７０５２ 的中 （２－６） ８５７２（１１番人気）
普通馬連票数 計１２５２９０４ 的中 �� ５００６８（１０番人気）
馬単票数 計 ７３４９４３ 的中 �� １３８４２（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２７３９９ 的中 �� １５７４３（１０番人気）�� ７２４０（１９番人気）�� ９４０２（１８番人気）
３連複票数 計１５１０７４１ 的中 ��� １２２７３（３４番人気）
３連単票数 計２９３０８４０ 的中 ��� ５２２５（１７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．７―３７．６―５１．２―１：０３．５―１：１５．９―１：２８．０―１：３９．８―１：５１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノイマージン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１２．２７ 阪神４着

２００６．３．１４生 牝５鹿 母 シンコウイマージン 母母 Vivid Imagination １３戦４勝 賞金 ５２，３３５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



０４０５９ ２月１２日 晴 良 （２３京都２）第５日 第１１競走 ��
��１，９００�アルデバランステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，２２．２．１３以降２３．２．６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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

８１６ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５５ 秋山真一郎金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６８± ０１：５７．８ ７．８�

６１２ ワンダーアキュート 牡５鹿 ５８ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５１０＋１６１：５８．０１� ３．４�
８１５ ドリームライナー 牡５鹿 ５４ 福永 祐一青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４９６± ０１：５８．３１� ５４．４�
２４ タマモクリエイト 牡６鹿 ５３ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１８＋ ２１：５８．５１� ９９．５�
５９ ネ イ キ ッ ド 牡７栗 ５６ 佐藤 哲三前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ８１：５８．７１ １６．７�
３６ タガノクリスエス 牝６鹿 ５３ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９４± ０ 〃 クビ １７．２�
７１４ パワーストラグル 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４６４＋ ４ 〃 アタマ ６．６	
１２ マ ス ト ハ ブ 牡４鹿 ５５ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２２＋ ６１：５８．９１� ３．３

３５ グリッターウイング 牡４栗 ５５ U．リスポリ吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：５９．６４ １０．６�

（伊）

４８ トーホウアタック 牡７鹿 ５２ 赤木高太郎東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ２３３．２�
５１０ アドマイヤテンクウ 牡４鹿 ５４ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ２１：５９．９２ １５．８
１１ ボクノタイヨウ 牡６黒鹿５３ 吉田 稔平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４９０＋ ４２：００．２２ ６８．０�

（愛知）

７１３ タカオセンチュリー 牡８栗 ５６ 小林慎一郎櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 ５１２－ ４２：００．３クビ ８３．６�
４７ キングトップガン 牡８鹿 ５１ 国分 恭介池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５１８＋２２ 〃 クビ ３４４．２�
６１１ ピースキーパー 牡６鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２± ０２：００．５１� ２９．０�
２３ ダイナミックグロウ 牡７鹿 ５４ 安部 幸夫小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ２２：００．８２ １０６．５�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，１０１，７００円 複勝： ９３，６６５，０００円 枠連： ５６，７０１，９００円

普通馬連： ２６４，４４５，２００円 馬単： １４０，８９９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，６８５，９００円

３連複： ３６９，３１９，８００円 ３連単： ６６４，６２３，１００円 計： １，７２９，４４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � １，２３０円 枠 連（６－８） １，４９０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ４，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ４，３８０円 �� ３，６８０円

３ 連 複 ��� ２５，０６０円 ３ 連 単 ��� １１８，３７０円

票 数

単勝票数 計 ５３１０１７ 的中 � ５３７２７（４番人気）
複勝票数 計 ９３６６５０ 的中 � ９２４１８（４番人気）� １８６９９５（２番人気）� １５１０８（１０番人気）
枠連票数 計 ５６７０１９ 的中 （６－８） ２８２５８（８番人気）
普通馬連票数 計２６４４４５２ 的中 �� １２５５２４（５番人気）
馬単票数 計１４０８９９６ 的中 �� ２５８８６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６６８５９ 的中 �� ３５３３２（５番人気）�� ４７００（４３番人気）�� ５６０３（３９番人気）
３連複票数 計３６９３１９８ 的中 ��� １０８７８（７７番人気）
３連単票数 計６６４６２３１ 的中 ��� ４１４４（３５５番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．５―１３．１―１２．６―１２．８―１２．９―１２．５―１２．２―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１７．８―２９．３―４２．４―５５．０―１：０７．８―１：２０．７―１：３３．２―１：４５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．１
１
３
１５，１６－３－（９，１０，１４）１２，５，８（６，１３）２，４，７，１，１１
１５，１６（３，１４）（９，１２）１０（６，２）（５，８）（４，１１）１３，１，７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピイラニハイウェイ �
�
父 Silver Deputy �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００８．１．２７ 小倉３着

２００５．３．８生 牡６黒鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue ３０戦６勝 賞金 １３１，２６６，０００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 クイックリープ号・ファストロック号・ワールドハンター号
※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。

０４０６０ ２月１２日 晴 良 （２３京都２）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�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，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

３５ トウショウカズン 牡４鹿 ５７
５４ ▲国分 優作トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２６＋ ２１：２５．１ ３．１�

４８ スティールパス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ８１：２５．２� ３．６�
５９ 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 ４８８－ ２１：２５．５１� ４．２�
１２ ハイローラー 牡５鹿 ５７ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９６－ ６ 〃 アタマ ９．６�
２３ 	 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 B５０４＋ ４ 〃 クビ ４３．２�
７１３ アグネスラナップ 牡６青 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５００－ ８１：２５．６クビ ４７．４�
５１０ メイショウアツヒメ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５１０＋ ８１：２５．８１
 ８．５	
１１ テイエムゲンキボ 牡７黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 静内 岡田 猛 ５１６＋ ４１：２５．９� １２７．４

８１６ テイエムフルパワー 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４２＋ ８１：２６．１１
 ５９．７�
２４ トウカイインパクト 牡７黒鹿５７ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 B５１４＋ ８１：２６．３１
 １５８．３�
４７ マルカバッケン 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ １０．６
６１１ 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 ５３２＋ ４ 〃 ハナ ４４３．９�
７１４ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 中村 将之森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５１４－ ４１：２７．０４ １８５．８�
３６ アベニールシチー 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４６２－ １１：２７．７４ ２７３．５�

（愛知）

６１２ ナショナルヒーロー 牡５鹿 ５７ 吉田 稔青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４１：２８．８７ ６０．０�
（愛知）

８１５� セントエドワード 牡６栗 ５７ 和田 竜二齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.
Stable ５１６＋ ４１：２８．９� １２３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８７６，４００円 複勝： ５６，０２３，４００円 枠連： ３４，１３５，７００円

普通馬連： １３４，７３１，５００円 馬単： ７９，４３２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２８２，３００円

３連複： １７０，９１５，３００円 ３連単： ３３７，５６３，６００円 計： ８９７，９６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（３－４） ５６０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ４，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３５８７６４ 的中 � ９１３３４（１番人気）
複勝票数 計 ５６０２３４ 的中 � １２５１５９（２番人気）� ７７２４７（３番人気）� １２９５４５（１番人気）
枠連票数 計 ３４１３５７ 的中 （３－４） ４５７２３（３番人気）
普通馬連票数 計１３４７３１５ 的中 �� １３１９７０（３番人気）
馬単票数 計 ７９４３２５ 的中 �� ４２４３３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２８２３ 的中 �� ３０６２２（３番人気）�� ６０５５８（１番人気）�� ３８７６３（２番人気）
３連複票数 計１７０９１５３ 的中 ��� １３９７３１（１番人気）
３連単票数 計３３７５６３６ 的中 ��� ６２１８５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．５―４７．８―１：００．３―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカズン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．２３ 京都５着

２００７．２．１５生 牡４鹿 母 バージントウショウ 母母 タバサトウショウ ９戦３勝 賞金 ３０，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ペプチドアトム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２３京都２）第５日 ２月１２日（土曜日） 晴時々曇一時雨 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
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

２１７，２８０，０００円
４，３１０，０００円
９，７３０，０００円
１，７３０，０００円
２０，５３０，０００円
５８，６８２，５００円
４，８５０，０００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３２２，４０４，０００円
６５０，３９９，３００円
２３２，０６６，２００円
９７２，４９１，０００円
６４２，２４６，９００円
３８１，２１６，８００円

１，３１３，９３１，３００円
２，４８２，２６５，０００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 ６，９９７，０２０，５００円

総入場人員 １６，３４０名 （有料入場人員 １５，０９５名）


