
０１００１ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

６１１� ハーベストシーズン 牝３鹿 ５４ 武 豊渡邊 隆氏 伊藤 雄二 米 Takashi
Watanabe ５２４＋ ４１：１３．１ ３．０�

５９ � ハートランカスター 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�嶋 哲氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Mar-
tin J. Wygod ４９０－ ４１：１３．３１� ２．４�

８１４� イリューシブネス 牡３栗 ５６ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden
& Dan Considine ４５０－ ２１：１３．４� ４．３�

５８ � シベリアンスパーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二藤田与志男氏 昆 貢 米 Jayeff B
Stables ４２６－ ６１：１４．３５ １０．９�

４７ � ブラックサベージ 牡３鹿 ５６
５３ ▲中村 将之佐藤 松雄氏 柴田 政見 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ４１：１４．５１� １０６．２�

３５ � レッドディクシー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山本 敏晴氏 田島 良保 米 Wakefield
Farm ４３４＋ ４１：１４．７１	 ２６．９�

１１ ロングエンパイヤ 牡３鹿 ５６ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ３９．８�
３４ グッドショコラ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４００－ ４１：１４．９１� ９４．６	
２３ � ウィズインシーズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠内藤 耕造氏 境 直行 静内 富岡 廣光 ４９８± ０ 〃 ハナ ３６．５


（兵庫）

８１５� オーメドック 牡３黒鹿５６ 上村 洋行徳沢 英哲氏 柴田 政見 青森 山内 農場 ４５０－１２１：１５．４３ ６７．０�
２２ プルーヴドメリト 牡３鹿 ５６ 酒井 学 �社台レースホース西園 正都 白老 白老ファーム ４６８＋ ４１：１５．５クビ ４８．０
６１０ マイネルクーゲル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 太宰 義人 三石 川端牧場 ４６０＋ ８ 〃 クビ ２５０．９�
７１２ ヘイセイキラー 牡３鹿 ５６ 角田 晃一加藤 勝秀氏 大根田裕之 門別 川端 正博 ４９８－ ２１：１５．７１ ３０９．７�
７１３
 カゼノアルペジオ 牡３鹿 ５６ 須貝 尚介廣村 茂一氏 須貝 彦三 浦河 三枝牧場 ５０４－ ２１：１６．８７ ４９．１�
４６ ゴールドホーラー 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松坂 記吉氏 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５０４－ ６１：１７．４３� ３０９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，０８４，０００円 複勝： １６，９９９，５００円 枠連： １７，７７１，７００円

普通馬連： ７２，５４０，７００円 馬単： ６６，７８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３５５，５００円

３連複： ９３，２７２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２９８，８１０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １００円 � １２０円 枠 連（５－６） ３４０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２５０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３０８４０ 的中 � ３４５５９（２番人気）
複勝票数 計 １６９９９５ 的中 � ３４３１６（２番人気）� ５６８７９（１番人気）� ３３４５４（３番人気）
枠連票数 計 １７７７１７ 的中 （５－６） ３９４３７（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２５４０７ 的中 �� １３１２８９（１番人気）
馬単票数 計 ６６７８６６ 的中 �� ５７３２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３５５５ 的中 �� ２９６１８（２番人気）�� １４７８１（３番人気）�� ３３８３４（１番人気）
３連複票数 計 ９３２７２４ 的中 ��� １５４８８５（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．０―１２．４―１２．５―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハーベストシーズン �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Easy Goer デビュー ２００５．１１．１９ 京都７着

２００３．２．２４生 牝３鹿 母 Preparation 母母 Oh What a Dance ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドホーラー号は，平成１８年２月５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。



０１００２ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

５９ �� ツルマルツイモツイ 牡３栗 ５６ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４８＋２２１：５４．８ ３４．９�

８１５ デュイキャスケード 牡３栗 ５６ 福永 祐一伊藤 仁氏 木原 一良 門別 藤本 友則 B４６６＋ ４ 〃 ハナ ３．８�
（７９７４）

３６ � ベ ル フ リ ー 牡３鹿 ５６
５３ ▲鮫島 良太 �サンデーレーシング 西園 正都 早来 ノーザンファーム ５１０－ ４ 〃 ハナ ７．１�

４７ マルブツランナー 牡３栗 ５６ 荻野 要大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４５０－１０ 〃 アタマ ５．９�
６１２ ワイズユース 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 安藤 正敏 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ２１：５５．０１ ７．４�
３５ � ドンプライマシー 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 門別 藤本 直弘 ４８２＋２０１：５５．１� ９７．８�
２４ ノースハンセル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎北村実地子氏 大橋 勇樹 浦河 猿橋 義昭 ４７４＋ ４１：５６．３７ ３０９．９	
２３ ニューフロンティア 牡３栗 ５６ 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７２－１０ 〃 ハナ ４７．６

１１ � ジョープリマス 	３栃栗５６ M．モンテリーゾ 上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４２８± ０１：５６．４� ２６．２�

（伊）

４８ キングダムバイオ 牡３栗 ５６ 小牧 太バイオ� 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４８０± ０１：５６．５� １７．１
８１６� メイショウダンケン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５４＋１０１：５７．８８ １９７．６�
６１１� リキサンポイント 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８６－ ６１：５８．２２� ３３．６�
７１４� キクノブライアン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠菊池 五郎氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５２２＋ ２１：５８．３� ３３．３�

（兵庫）

７１３ アトワンスヒロ 牡３鹿 ５６ 小原 義之竹本 弘氏 小原伊佐美 新冠 オートファー
ム �渡 ４７６－ ４１：５８．５１� ５０９．１�

５１０� ミ ロ ン ガ 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：５８．６� ３．２�

１２ コウエイグレート 牡３黒鹿５６ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８４± ０１：５９．９８ １９８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７５６，７００円 複勝： １８，９００，１００円 枠連： １７，３４４，８００円

普通馬連： ６７，１８６，４００円 馬単： ６１，７８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５５６，９００円

３連複： ９４，３６４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，８９３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３，４９０円 複 勝 � １，０７０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（５－８） ５３０円

普通馬連 �� ７，６００円 馬 単 �� ２１，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� ３，９６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １９，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１７５６７ 的中 � ２６５７（１０番人気）
複勝票数 計 １８９００１ 的中 � ３４６３（１０番人気）� ３５３４７（２番人気）� ２３６８６（５番人気）
枠連票数 計 １７３４４８ 的中 （５－８） ２４２４６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７１８６４ 的中 �� ６５２５（２６番人気）
馬単票数 計 ６１７８３９ 的中 �� ２０９１（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５５６９ 的中 �� １９７７（２３番人気）�� １０４７（３８番人気）�� ７４２６（７番人気）
３連複票数 計 ９４３６４８ 的中 ��� ３６４３（５８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．８―１３．２―１３．１―１２．９―１２．７―１２．９―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．１―４９．３―１：０２．４―１：１５．３―１：２８．０―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ツルマルツイモツイ �

�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．７．１０ 阪神７着

２００３．３．８生 牡３栗 母 リオデラプラタ 母母 マルテルプラタ ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔騎手変更〕 リキサンポイント号の騎手本田優は，病気のため野元昭嘉に変更。
〔制裁〕 ベルフリー号の騎手鮫島良太は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 コウエイグレート号は，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。
※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。



０１００３ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ ルミナスカラー 牝３栗 ５４ 松永 幹夫 �ノースヒルズマネ
ジメント 山本 正司 新冠 高瀬牧場 ４８２－ ８１：２７．１ ２．５�

８１６ ブライティアスカイ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小林 昌志氏 境 直行 新冠 清水 克則 ４７６－ ４ 〃 ハナ ６．４�
（兵庫）

３６ � エレガントホーラー 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松坂 記吉氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２８－ ６ 〃 ハナ １５．５�

４７ フレアキャスケード 牝３鹿 ５４ 河北 通伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３４＋ ２１：２７．３１� ４．１�
（７９７４）

１２ �� オースミシルク 牝３栗 ５４ 上村 洋行山路 秀則氏 中尾 正 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：２７．４� ２８．２�
４８ � ホクザンワンダフル 牝３栗 ５４ 幸 英明木本 弘孝氏 梅田 康雄 三石 川端 英幸 ４４８－ ２ 〃 クビ ３２４．８�
６１１ メイショウオオヒメ 牝３栗 ５４ 安田 康彦松本 和子氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４５０－１４１：２７．５クビ ３３．１	
２３ タバスコリエ 牝３芦 ５４ 武 幸四郎林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４７４＋ ４１：２７．９２� ７７．６

５９ ティアラプリンセス 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４６４－ ８１：２８．１１ ２８．４�
５１０ リトルブレイブ 牝３栗 ５４

５２ △生野 賢一 �ノースヒルズマネ
ジメント 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ４１：２８．３１� ２１０．０�

８１５� チュウワクイーン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２８．７２� １００．９
７１３�� ウインフェイム 牝３栗 ５４ 武 豊�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４７０± ０１：２９．３３� ８．６�
２４ サ ン ペ ス カ 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔ユーモード 北橋 修二 静内 福岡 清 ４３２＋ ２１：２９．５１� ７５．３�
７１４� アケーディア 牝３栗 ５４ 芹沢 純一釘田 静義氏 藤沢 則雄 静内 大滝 康晴 ４４４＋ ２１：２９．６� １４１．３�
６１２� シヨノマジェスティ 牝３芦 ５４ 小牧 太庄野 昭彦氏 宮本 博 門別 庄野牧場 ４３８＋ ８１：２９．９１� ８．０�
３５ マリンプリンセス 牝３黒鹿５４ 柴原 央明西浦 和男氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４６０＋１２１：３０．０� ２８６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６２８，２００円 複勝： １７，３４２，７００円 枠連： １９，３９１，１００円

普通馬連： ７０，１２４，１００円 馬単： ６８，４７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４３７，４００円

３連複： ９８，３１３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３０５，７１５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ４４０円 枠 連（１－８） ７４０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ８２０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４６２８２ 的中 � ４６５４６（１番人気）
複勝票数 計 １７３４２７ 的中 � ３８８３５（１番人気）� ２５４１８（３番人気）� ７７３７（６番人気）
枠連票数 計 １９３９１１ 的中 （１－８） １９５２８（３番人気）
普通馬連票数 計 ７０１２４１ 的中 �� ５８６６４（２番人気）
馬単票数 計 ６８４７８２ 的中 �� ３６１２６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４３７４ 的中 �� １１６２２（２番人気）�� ５１４９（９番人気）�� ３１４９（１６番人気）
３連複票数 計 ９８３１３３ 的中 ��� １９２８８（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２３．３―３５．１―４７．７―１：００．５―１：１３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスカラー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．１１．１２ 京都３着

２００３．２．２８生 牝３栗 母 インファチュエイト 母母 Sudden Love ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ユウタージェンヌ号
（非抽選馬） ３頭 エビスゴッデス号・エレガントロリー号・メイショウマボンヌ号
※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。



０１００４ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１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）

新馬；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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

７８ スリーサンフレンチ 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２ ―１：１４．２ ４．９�

１１ メイショウソーラー 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 B４２６ ―１：１４．４１� ５．３�
２２ � エイシンハンコック 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４６４ ―１：１４．５� ２．９�
（兵庫）

６６ � ガ ジ ュ マ ル 牡３芦 ５６ 和田 竜二�田淵牧場 中尾 正 静内 マークリ牧場 ４６６ ―１：１４．７１	 ４．２�
８９ ナムラバビロン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ５００ ―１：１４．９１	 ２９．３�
３３ バンジーガム 牡３鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４６０ ―１：１５．１１	 １１．８	
７７ � ゴールドリーズン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４１８ ―１：１５．４１
 ８．３

４４ � ブライティアセレブ 牝３青鹿５４ 上村 洋行小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４２２ ―１：１５．８２� ７８．１�
８１０ オーエスレディー 牝３鹿 ５４ 小原 義之奥村 幸男氏 小原伊佐美 静内 酒井 静男 ４２０ ―１：１６．１１
 ８２．５�
５５ � マッキーバクシン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４１６ ―１：２０．０大差 ６０．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，２０３，９００円 複勝： １２，５２３，５００円 枠連： １７，５５６，１００円

普通馬連： ５８，９６４，１００円 馬単： ６９，７７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，２９３，０００円

３連複： ７９，５５９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２６２，８７３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（１－７） ８２０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２２０３９ 的中 � １９９４５（３番人気）
複勝票数 計 １２５２３５ 的中 � １８８６９（３番人気）� ２１４３６（２番人気）� ３６６５９（１番人気）
枠連票数 計 １７５５６１ 的中 （１－７） １５８７７（４番人気）
普通馬連票数 計 ５８９６４１ 的中 �� ２８５９９（９番人気）
馬単票数 計 ６９７７３０ 的中 �� １７０４８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２２９３０ 的中 �� ６４００（７番人気）�� １２１５３（１番人気）�� ９０８２（３番人気）
３連複票数 計 ７９５５９７ 的中 ��� ４０９９２（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．２―１２．５―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．２―３６．４―４８．９―１：０１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーサンフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Forty Niner 初出走

２００３．３．２５生 牡３鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 マッキーバクシン号は，３コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッキーバクシン号は，平成１８年２月５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。



０１００５ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ ナムラアトランテス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４９０± ０１：２５．８ ４．３�

８１５ ペ リ ー 牡３芦 ５６ 武 幸四郎 �ワールド・パーム 武 邦彦 三石 斉藤スタッド ４３２－ ２１：２６．０１ ７．９�
５９ �� ウグイスジョウ 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己加藤 信之氏 田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４５４± ０ 〃 ハナ ３７．３�
２３ � アサクサアンデス 牡３鹿 ５６ 武 豊田原源一郎氏 古川 平 新冠 武田牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ５．３�
７１３ タガノバスティーユ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 静内 桜井牧場 ５１４＋ ２１：２６．１� １０．７�
１２ アドマイヤディーノ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６１：２６．６３ ６．５�
６１１� コクシムソウ 牡３栗 ５６ M．モンテリーゾ 小川 洋氏 松元 茂樹 新冠 小田 健一 ４７４＋ ４１：２６．７	 ５．０	

（伊）

５１０
 チャーミングソウル 牝３青鹿５４ 畑端 省吾
畑端牧場 梅田 康雄 三石 畑端牧場 ４５４－１０ 〃 アタマ ３８７．９�
２４

�
�
� スマイリングフィル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠岸本すみれ氏 橋本 和男 平取 松崎 文彦 ４８４＋ ９１：２６．９１� １２７．８�

（兵庫） （兵庫）

４８ � クリテリウム 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介安井 栄蔵氏 大久保正陽 門別 瀬戸牧場 ４１４＋ ２１：２７．０� ５８．９
３５ シルクゾディアック 牡３青鹿５６ 四位 洋文有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４７０－ ８１：２７．２１ １１．１�
１１ トーホウドンファン 牡３栗 ５６

５５ ☆川田 将雅東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４６８＋ ４１：２７．３	 ２６．８�
３６ インテリアワード 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎十二 政美氏 矢作 芳人 三石 加野牧場 ４８２＋１０１：２７．６１	 １０５．２�
６１２� ナツノタイガー 牝３鹿 ５４ 木村 健椋本 和孝氏 中野 明 門別 只野牧場 ４７０－ ２１：２８．６６ ３０６．３�

（兵庫） （兵庫）

７１４ ロングフラワー 牝３鹿 ５４ 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム ４２８－ ２１：２９．０２� ６７．３�

８１６� ポートジェネラル 牡３栃栗５６ 小牧 太水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 ４６６± ０１：２９．５３ １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３７３，０００円 複勝： ２１，４０５，４００円 枠連： ２５，７１６，６００円

普通馬連： ９７，９６９，３００円 馬単： ８２，３１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８３９，２００円

３連複： １３１，３８９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９９，００３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２００円 � ２７０円 � ８５０円 枠 連（４－８） １，４３０円

普通馬連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２，４７０円 �� ４，７７０円

３ 連 複 ��� ２３，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３７３０ 的中 � ３２３３９（１番人気）
複勝票数 計 ２１４０５４ 的中 � ３５１７６（２番人気）� ２１２５２（５番人気）� ５２８９（１０番人気）
枠連票数 計 ２５７１６６ 的中 （４－８） １３３２６（８番人気）
普通馬連票数 計 ９７９６９３ 的中 �� ３４０９２（８番人気）
馬単票数 計 ８２３１０３ 的中 �� １４９６８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８３９２ 的中 �� ６６６７（９番人気）�� ２２５０（３０番人気）�� １１４４（４５番人気）
３連複票数 計１３１３８９７ 的中 ��� ４０５２（７９番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．６―１１．９―１２．６―１２．８―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．６―２２．２―３４．１―４６．７―５９．５―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
３ ・（１４，１６）３（６，５）８（１，１１）（２，７，１３）１５－１０，９，４－１２ ４ ・（１４，１６，３）（６，５）（１，８，１１）（７，１３）（２，１５）９，１０，４－１２

勝馬の
紹 介

ナムラアトランテス �
�
父 デザートキング �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００５．１１．１９ 京都５着

２００３．４．１１生 牡３栗 母 ナムラウタヒメ 母母 サンピエトラ ４戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
〔制裁〕 インテリアワード号の騎手小林慎一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウインレジェンド号・シアトルバローズ号・セイウンワキタツ号・セレスダイナミック号・テンエイヤシャオー号
※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。



０１００６ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５０分（番組第８競走を順序変更） （ダート・右）

４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳１，０００・５（４）歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１
着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２２ �� インペリアルパワー 牝６黒鹿５５ 橋本 美純中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７２± ０１：５２．７ １５．２�

３３ � カ タ ナ 牡４栗 ５６ 武 豊首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：５２．９１� １．８�
６６ �� ワールドサンボーイ 	７鹿 ５７ 石橋 守大澤 毅氏 河内 洋 伊達 高橋農場 ４９４± ０１：５３．０クビ ３．５�
１１ ミッキーワン 牡６栗 ５７ 小林 徹弥野田みづき氏 清水 出美 静内 服部 和則 ４７８＋ ８１：５３．５３ ３７．３�
７７ �� ストロングドン 牡６鹿 ５７ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：５３．６
 １７．７�
５５ メイショウペリンゲ 牡７芦 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １５９．８�
４４ マダムチェロキー 牝５鹿 ５５ 内田 浩一�市川ファーム 宮 徹 浦河 山下 恭茂 ４５２－ ２１：５３．７クビ ８．３	
７８ � シルクデスペラード 牡７栗 ５７

５５ △北村 浩平有限会社シルク田所 秀孝 新冠 早田牧場新
冠支場 B４６０＋ ２１：５４．１２� ５８．５


８９ アサクサソネット 牡４鹿 ５６ M．モンテリーゾ 田原 慶子氏 古川 平 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：５４．４１
 ９．５�
（伊）

８１０ パースウェージョン 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文 �ノースヒルズマネ
ジメント 福永 甲 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４± ０１：５７．８大差 １８３．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，０９５，３００円 複勝： １８，５６９，５００円 枠連： １９，２８８，７００円

普通馬連： ８６，７６９，９００円 馬単： １０２，０５２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９８２，２００円

３連複： １１７，７６９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３８１，５２７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（２－３） １，２２０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ３，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ５３０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０９５３ 的中 � ８９１９（５番人気）
複勝票数 計 １８５６９５ 的中 � １２８３９（５番人気）� ６６８３４（１番人気）� ４１７８５（２番人気）
枠連票数 計 １９２８８７ 的中 （２－３） １１６７１（６番人気）
普通馬連票数 計 ８６７６９９ 的中 �� ５８６５９（５番人気）
馬単票数 計１０２０５２５ 的中 �� ２４１８５（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９８２２ 的中 �� １２１８６（５番人気）�� ７６６１（８番人気）�� ４０２８４（１番人気）
３連複票数 計１１７７６９８ 的中 ��� ９６８８７（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．７―４９．６―１：０２．７―１：１５．４―１：２７．６―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
インペリアルパワー 

�
父 サクラローレル 

�
母父 The Minstrel

２０００．４．２３生 牝６黒鹿 母 オ ス ト レ ル 母母 Banderole ３２戦１勝 賞金 ２８，２４５，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦２勝］

〔制裁〕 ストロングドン号の騎手小原義之は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 パースウェージョン号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
※カタナ号は，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。



０１００７ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分（番組第６競走を順序変更） （芝・右・外）
４歳５００・５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，１７．１２．３以降４（３）歳５００・５（４）歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着
馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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

３５ � セルリアンシャチ 牡５鹿 ５７
５４ ▲鮫島 良太�イクタ 浜田 光正 門別 長谷川 一男 ４９８＋ ４２：１５．２ ４３．３�

２３ �	 バトルフエルテ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 門別（有）上野育成牧場 ４９０＋ ２２：１５．４１
 ９．３�
６１１�� キャンベラシチー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 豪 Mr B T

Agnew ４７６＋ ６ 〃 ハナ ５０．９�
１２ イナズマローレル 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �ローレルレーシング 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７６＋ ６２：１５．６１� １１．６�
３６ �	 オースミミラクル 牡４栗 ５６ 和田 竜二山路 秀則氏 中尾 正 千歳 社台ファーム ４４８＋１２２：１５．７クビ １５．７�
４８ タイキマーズ ５鹿 ５７ 藤岡 佑介�大樹ファーム 作田 誠二 大樹 大樹ファーム ４５２＋１４ 〃 クビ ２３．７	
２４ 	 フジヤマグラス 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆長谷川浩大藤本 龍也氏 中村 均 静内 出羽牧場 ４６４＋ ２２：１５．８クビ ８５．６

５１０ メジロハスラー 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎�メジロ牧場 大久保正陽 伊達 メジロ牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ ４０．５�
６１２ ランドフラッグ 牡４鹿 ５６ 高橋 亮木村 昌三氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４９０＋１４２：１６．０１
 ２８２．５�
８１６	 ダンツトレジャー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 様似 様似渡辺牧場 ４５２± ０２：１６．１クビ １．６
４７ マイネノビア 牝４鹿 ５４

５１ ▲上野 翔 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 三石 ビツグレツドフアーム ４７６－１０ 〃 アタマ ８２．２�

１１ � マーベラスベガ 牡４鹿 ５６
５５ ☆川田 将雅笹原 貞生氏 岡田 稲男 浦河 吉田 隆 ４９４＋１４ 〃 アタマ ２０１．１�

７１４� チョウノゾミ 牡４黒鹿５６ 畑端 省吾丸山 隆雄氏 坂口 正則 新冠 中地 康弘 ４８２＋ ２２：１６．２クビ ５．１�
５９ � アグネスメリット 牡６鹿 ５７ 上村 洋行渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ６２：１６．４１ １４１．３�
８１５� テイエムサッカー 牡５栗 ５７ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４９０＋１２２：１６．９３ ３６．４�
７１３�	 カネトシスマイル 牝４栗 ５４ M．モンテリーゾ 兼松 利男氏 鮫島 一歩 静内 下村 繁正 ４９４－ ２２：１７．３２
 １２５．４�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４９６，８００円 複勝： ２０，４２３，６００円 枠連： ２８，３１４，３００円

普通馬連： １０５，６０９，５００円 馬単： １０９，８０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０５９，３００円

３連複： １４８，８２７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４５６，５３３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４，３３０円 複 勝 � ８５０円 � ２７０円 � ９７０円 枠 連（２－３） ３，３００円

普通馬連 �� １７，０７０円 馬 単 �� ３８，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５５０円 �� １０，３３０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� １２５，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４９６８ 的中 � ３３６７（９番人気）
複勝票数 計 ２０４２３６ 的中 � ５８３８（７番人気）� ２３９０３（３番人気）� ５０８１（９番人気）
枠連票数 計 ２８３１４３ 的中 （２－３） ６３５１（１３番人気）
普通馬連票数 計１０５６０９５ 的中 �� ４５６６（３５番人気）
馬単票数 計１０９８０２９ 的中 �� ２０８０（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０５９３ 的中 �� １７５０（３１番人気）�� ５９２（６２番人気）�� １６３０（３６番人気）
３連複票数 計１４８８２７２ 的中 ��� ８７３（１６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．８―３５．７―４８．０―１：００．４―１：１３．４―１：２６．５―１：３８．９―１：５０．４―２：０２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セルリアンシャチ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 ダンシングブレーヴ

２００１．６．５生 牡５鹿 母 セルリアンサチ 母母 スポーツスター １８戦１勝 賞金 １３，９００，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クルワザード号・ケージーフジキセキ号・タイセイスパーク号
（非抽選馬） ４頭 アサカユウキ号・カムイヌプリ号・サントニービン号・ダブリンフォレスト号
※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。



０１００８ １月５日 曇 良 （１８京都１）第１日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分（番組第７競走を順序変更） （ダート・右）
４歳５００・５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，１７．１２．３以降４（３）歳５００・５（４）歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着
馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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
１：２１．９

重

重

４７ � ワールドドン 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.
Plumley ４８０＋１０１：２４．８ ２０．０�

５９ チアズアビリティー 牡５鹿 ５７
５６ ☆川田 将雅北村キヨ子氏 領家 政蔵 新冠 �渡 信義 ４９２＋ ６１：２５．１１� ８．３�

７１３	 ウォーターヘンリー 牡４黒鹿５６ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 浦河 宮内牧場 ５２０＋ ４１：２５．２
 ２．７�
５１０	 ビッグアラミス 牡４黒鹿５６ 川島 信二�ビッグ 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ４６４＋１４１：２５．３
 ３５．２�
１２ � ソリッドエビデンス 牡５鹿 ５７ 四位 洋文平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-

bleau Farm ４３２－ ６１：２５．４
 １８．２�
４８ 	 セイシュンジダイ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三小田切有一氏 谷 潔 門別 浦新牧場 ４８６＋１４１：２５．５� ８．２	
２４ 	� エイシントップオー 牡４栗 ５６ 赤木高太郎平井 豊光氏 湯浅 三郎 浦河 栄進牧場 ４７２－ １１：２５．６
 ４５．９

８１６� ヴ イ プ ラ ド 牝５鹿 ５５ 池添 謙一木浪 巖氏 岩戸 孝樹 米 Green Hill Stud

International ４９６＋１２１：２５．７
 ５０．９�
６１１� イ キ オ イ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二寺田 寿男氏 清水 出美 米

Phillip F. McCarthy, West
Coast Stables, P&J
Farms & Lynn Jones

B５２２＋１６ 〃 クビ ３１．７�
８１５	� マックスチャンプ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠田所 英子氏 伊藤 雄二 門別 白井牧場 ４８４＋１８１：２５．９１ １５．５

（兵庫）

６１２
	
�
� タヤスゼンカイ 牡７鹿

５７
５４ ▲上野 翔横瀬 兼二氏 飯田 雄三 静内 吾田 繁満 ５２４＋１２ 〃 クビ ４．５�

２３ � グランプリペガサス 牡４鹿 ５６ 小牧 太�グランプリ 服部 利之 早来 ノーザンファーム ４８８＋１０１：２６．０クビ ９．２�
１１ � セイザンスピード 牡４青鹿５６ 金折 知則西山 知義氏 松元 茂樹 米 Haras Santa Ma-

ria de Araras S.A. ４６６－ ６１：２６．１� １２２．３�
３６ グリンガレット 牡４鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太�ターフ・スポート白井 寿昭 静内 聖心台牧場 ４７２＋２２１：２６．３１ ７９．８�
３５ ダイゴカムイ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介長谷川光司氏 太宰 義人 浦河 宮内牧場 ４８８－ ４１：２６．４
 １３３．７�
７１４ アーリーオータム 牝４鹿 ５４

５１ ▲佐久間寛志廣村 茂一氏 須貝 彦三 静内 フジワラフアーム ４５６－１０１：２６．５
 ５６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９５８，３００円 複勝： ２１，６５７，９００円 枠連： ３３，９２７，１００円

普通馬連： １２８，６３７，４００円 馬単： １０５，０６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５５９，９００円

３連複： １６２，９２５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４９９，７３５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０００円 複 勝 � ３６０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（４－５） ２，０４０円

普通馬連 �� ６，１８０円 馬 単 �� １４，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８１０円 �� １，０００円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ６，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９５８３ 的中 � ７８７３（８番人気）
複勝票数 計 ２１６５７９ 的中 � １２１８５（７番人気）� ２３１６７（３番人気）� ５７４０１（１番人気）
枠連票数 計 ３３９２７１ 的中 （４－５） １２２８６（１０番人気）
普通馬連票数 計１２８６３７４ 的中 �� １５３８２（２３番人気）
馬単票数 計１０５０６９２ 的中 �� ５３５９（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５５９９ 的中 �� ３５５８（１９番人気）�� ６６５８（９番人気）�� １４７５９（２番人気）
３連複票数 計１６２９２５２ 的中 ��� １８９３３（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．３―４６．６―５９．３―１：１１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．２
３ １１－７，１２（１，２）（５，６，１０）（３，９，１６）１４（４，１５，１３）－８ ４ ・（１１，７）１２（１，２）（５，１０）（３，６，９，１６）（４，１３）（１４，１５）８

勝馬の
紹 介

�ワールドドン �
�
父 West by West �

�
母父 Phone Trick デビュー ２００３．８．１７ 札幌３着

２００１．４．３０生 牡５鹿 母 Forty Five Tricks 母母 Lloyds Hope ２２戦３勝 賞金 ３４，１４２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 カネトシゼウス号・コメンドタイム号・シャンパンスノー号・スナークサンドリー号・セイウンビバーチェ号・

ニホンピロリビエラ号・ホッコーランチャー号・メイショウゴジラ号・モエレエトワール号・ワキノグレイト号
※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。



０１００９ １月５日 晴 良 （１８京都１）第１日 第９競走 ��
��２，２００�

は つ ゆ め

初 夢 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳１，０００・５（４）歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１
着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

３３ タガノデンジャラス 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 浦河 白老ファーム ４６６＋１０２：１５．２ ４．３�

１１ � トウカイカムカム 牡５栗 ５７ 松永 幹夫内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４２２－ ２２：１５．４１� ３．７�
５６ 	 ヒシルーシッド 牡５鹿 ５７ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Masa-

ichiro Abe ４８２＋ ６ 〃 アタマ ３７．３�
４５ � リアルコンコルド 牡４鹿 ５６ 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム B４７６－ ８ 〃 ハナ ４．１�
７１１� インパルスシチー 牡７芦 ５７ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 三石 斉藤スタッド ４７６－ ４２：１５．５
 １２７．７�
８１３� ジャッキーテースト 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４２２－１２２：１５．６� １０．２	
６８ シルクチャンピオン 牡６鹿 ５７ M．モンテリーゾ 有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 B５００－ ２２：１５．７� ３１．５

（伊）

５７ マルブツシルヴァー 牡４芦 ５６ 佐藤 哲三大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５２６± ０２：１６．１２� １４．８�
２２ � ロードグランディス 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 山内 研二 浦河 谷川牧場 ５０６＋ ２２：１６．３１ ３４．９�

（兵庫）

４４ マイネルマグナート 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 静内 ビツグレツドフアーム ４９０＋ ８ 〃 クビ ３３．３

８１２ マイネルエクセラン 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 静内 コスモビューファーム ４７２＋ ６２：１６．４� ２４．４�

６９ � オッティミスタ 牡４栗 ５６ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ４２：１６．６１ ９１．２�
７１０ リキアイサイレンス 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B５１０＋１２ （競走中止） ５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，４３２，６００円 複勝： ３８，９４６，９００円 枠連： ３６，６４４，３００円

普通馬連： ２１１，１９７，８００円 馬単： １３８，１０５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２９４，１００円

３連複： １６４，４４９，２００円 ３連単： ４２３，３４８，７００円 計： １，０７９，４１９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ７７０円 枠 連（１－３） ８７０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，９５０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ８，３２０円 ３ 連 単 ��� ３２，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２７４３２６ 的中 � ５１０６７（３番人気）
複勝票数 計 ３８９４６９ 的中 � ６８３９０（２番人気）� ８０７２６（１番人気）� ９２０８（１１番人気）
枠連票数 計 ３６６４４３ 的中 （１－３） ３１２２４（１番人気）
普通馬連票数 計２１１１９７８ 的中 �� １８８０２２（１番人気）
馬単票数 計１３８１０５４ 的中 �� ６２７０９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２９４１ 的中 �� ２８３８５（１番人気）�� ４６８７（２３番人気）�� ４２０７（２９番人気）
３連複票数 計１６４４４９２ 的中 ��� １４５９２（２５番人気）
３連単票数 計４２３３４８７ 的中 ��� ９６４１（１００番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．６―１２．５―１２．７―１２．９―１２．９―１２．４―１１．４―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�
１２．６―２４．３―３６．９―４９．４―１：０２．１―１：１５．０―１：２７．９―１：４０．３―１：５１．７―２：０３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
１
３
６，１１，５，３（１，８）（２，９）４，１３，１２，７・（６，１１）（５，３）（１，８，４）（２，９）１３－１２，７

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

勝馬の
紹 介

タガノデンジャラス �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００４．１０．３０ 京都４着

２００２．４．１９生 牡４鹿 母 フレンドレイ 母母 マーチンミユキ １５戦３勝 賞金 ５７，６４１，０００円
〔競走中止〕 リキアイサイレンス号は，発走直後にあおり出た際，騎手が落馬したため競走中止。
※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。



０１０１０ １月５日 晴 良 （１８京都１）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳１，６００・５（４）歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１
着馬は１�増

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１０ メイショウオウテ 牡４鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：４７．４ ４．３�

６８ オースミグラスワン 牡４栗 ５６ 岩田 康誠山路 秀則氏 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ５４６＋１２ 〃 ハナ １．９�
（兵庫）

８１２� ニホンピロキース 牡５芦 ５７ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４８０＋ ４１：４７．６１� ５．０�
２２ 	 マチカネリュウセイ 牡７芦 ５７ 藤岡 佑介細川 益男氏 宗像 義忠 米 Dr. D. W.

Frazier ５４０± ０１：４７．７
 ３９．１�
５６ � ホッコーパドゥシャ 牡４黒鹿５６ 上村 洋行矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４８０± ０１：４８．０１� ２９．４�
５５ ブラックコンドル 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B４６６± ０１：４８．１
 ４２．６�
８１１� ベストタイクーン 牡８鹿 ５７ 内田 浩一朝見 巌氏 宮 徹 浦河 村下牧場 ５１２＋１４ 〃 アタマ ８９．０	
１１ � シアリアスバイオ 牝７芦 ５５ 福永 祐一バイオ
 藤原 英昭 門別 日高大洋牧場 ４８８＋２４ 〃 クビ ３９．１�
６７ アドマイヤメガミ 牝４鹿 ５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５８± ０１：４８．２クビ １２．９�
４４  ファイトクラブ 牡６鹿 ５８ 藤田 伸二臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５０２－ ２１：４８．３
 １４．８
７９ � カゼニフカレテ 牡７鹿 ５７ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４８８＋ ２１：４８．７２
 １２４．４�
３３ �� シンコールビー 牝６青鹿５５ 四位 洋文豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 三石 三石橋本牧場 ４７０－１０１：４９．５５ ２３４．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４３，８２９，７００円 複勝： ４８，１２７，３００円 枠連： ４９，２２０，５００円

普通馬連： ２８０，２３６，２００円 馬単： ２２４，３３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，１６１，４００円

３連複： ２１９，２７４，３００円 ３連単： ６１９，４９０，１００円 計： １，５３８，６７５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（６－７） ３６０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� ２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４３８２９７ 的中 � ８０６５７（２番人気）
複勝票数 計 ４８１２７３ 的中 � ８０８０９（３番人気）� １５８１１７（１番人気）� １０３４７８（２番人気）
枠連票数 計 ４９２２０５ 的中 （６－７） １０１２１３（２番人気）
普通馬連票数 計２８０２３６２ 的中 �� ５２７０４５（２番人気）
馬単票数 計２２４３３５７ 的中 �� １４７５０５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４１６１４ 的中 �� ７７４１７（２番人気）�� ４３１０５（３番人気）�� ９２０６０（１番人気）
３連複票数 計２１９２７４３ 的中 ��� ４０２５５８（１番人気）
３連単票数 計６１９４９０１ 的中 ��� １６８５３５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．３―５９．７―１：１１．９―１：２３．４―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオウテ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Kris S. デビュー ２００５．５．２８ 東京１着

２００２．４．１２生 牡４鹿 母 メイショウサブリナ 母母 タラズチャーマー ７戦４勝 賞金 ５１，６１１，０００円
※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。



０１０１１ １月５日 晴 良 （１８京都１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第４４回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１７．１．５以降１７．１２．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
スポーツニッポン新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

３５ ビッグプラネット 牡４青 ５４ 和田 竜二�ビッグ 南井 克巳 門別 下河辺牧場 ４５８－ ４１：３４．０ １２．４�

４７ � ニューベリー 牡８鹿 ５６ 柴原 央明近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４ 〃 クビ ２６．４�
７１３ ア ル ビ レ オ 牡６鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 白井 寿昭 白老 白老ファーム ４８６＋ ２ 〃 ハナ １９．５�

（兵庫）

５１０ グレイトジャーニー 牡５黒鹿５６ 幸 英明 �ノースヒルズマネ
ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ６１：３４．２ハナ＋１ ７．９�

１１ � ウインクリューガー 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介�ウイン 松元 茂樹 静内 橋本牧場 ４９８± ０１：３４．４１� ３７．７�
２４ ディアデラノビア 牝４栗 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４２２－ ４ 〃 アタマ ５．４	
２３ チアフルスマイル 牝６黒鹿５２ 藤田 伸二�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ４４８± ０１：３４．５	 ２６．２

４８ � シルクフェイマス 牡７鹿 ５８ 四位 洋文有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８２＋ ２１：３４．７１� １５．５�
８１５ オレハマッテルゼ 牡６栗 ５７ 福永 祐一小田切有一氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ３．７�
３６ � キネティクス 牡７栗 ５６ 池添 謙一 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 笹島 政信 ４６６± ０１：３４．８クビ ７．９
６１２� メイショウオスカル 牝５黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４８６＋ ２１：３４．９
 ４１．７�
５９ � エイシンドーバー 牡４栗 ５３ 川島 信二平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Columbi-

ana Farm ４５４± ０ （降着） １１．９�
７１４� マイネルハーティー 牡４青鹿５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４８６＋ ２１：３５．１１� １８．４�
６１１ マイネソーサリス 牝５栗 ５３ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 静内 コスモビューファーム ４７４＋ ４ 〃 クビ ３０．４�
８１６ ペールギュント 牡４黒鹿５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５１２＋１２１：３６．０５ １９．６�
１２ � シルクトゥルーパー 牡４黒鹿５３ 生野 賢一有限会社シルク大久保正陽 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６０＋ ４１：３６．１クビ １６２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２６，３０５，８００円 複勝： １４８，６７２，５００円 枠連： ３１３，０１４，１００円

普通馬連： １，５９１，０６３，１００円 馬単： ７９１，９３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２７，７００，５００円

３連複： １，２２７，４２７，５００円 ３連単： ２，２９３，３９０，３００円 計： ６，７１９，５０５，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ４２０円 � ７４０円 � ４８０円 枠 連（３－４） ３，４４０円

普通馬連 �� １８，９３０円 馬 単 �� ３２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１６０円 �� ３，５９０円 �� ３，５４０円

３ 連 複 ��� ７８，１８０円 ３ 連 単 ��� ４１８，９５０円

票 数

単勝票数 計１２６３０５８ 的中 � ８０３８７（６番人気）
複勝票数 計１４８６７２５ 的中 � ９７８４６（５番人気）� ５０８４４（１１番人気）� ８２３７４（７番人気）
枠連票数 計３１３０１４１ 的中 （３－４） ６７１８８（１７番人気）
普通馬連票数 計１５９１０６３１ 的中 �� ６２０５９（７２番人気）
馬単票数 計７９１９３１８ 的中 �� １８０６１（１２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２７７００５ 的中 �� １０８１２（７１番人気）�� １５６５１（５０番人気）�� １５８８０（４８番人気）
３連複票数 計１２２７４２７５ 的中 ��� １１５８８（２３３番人気）
３連単票数 計２２９３３９０３ 的中 ��� ４０４０（１２２１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．８―１２．２―１１．８―１１．２―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３５．１―４７．３―５９．１―１：１０．３―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグプラネット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００５．２．１３ 京都１着

２００２．５．２生 牡４青 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン １０戦３勝 賞金 ９７，１０６，０００円
〔発走状況〕 ペールギュント号は，枠入り不良。
〔降着〕 エイシンドーバー号は，４位〔タイム１分３４秒０，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「チアフルスマイル」号および「メイショウオスカル」号の走行を妨害したため１２着に降着。
〔制裁〕 エイシンドーバー号の騎手川島信二は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成１８年１月１４日から

平成１８年１月２２日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 エイシンハンプトン号・オーゴンサンデー号・シャイニンルビー号・タイギャラント号・ナイトフライヤー号・

ポジションワン号・マイネルソロモン号・メジロマイヤー号・ロイヤルキャンサー号
※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。



０１０１２ １月５日 晴 良 （１８京都１）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１７．１２．３以降４（３）歳１，０００・５（４）歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１
着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

４８ リーピンスイーパー 牡４栗 ５６ 石橋 守 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 長浜 博之 門別 白井牧場 ４５８－ ２１：１１．７ ２０．８�

３６ � カリスマサンキセキ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文畔柳 年言氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５０４＋ ４１：１１．８� １０．０�
８１６	 ナ ト ゥ ー ア 牡５栗 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 武田 博 米 Shadwell

Farm, LLC ４８８＋ ２１：１１．９� ３６．４�
５１０ メイショウオブラ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎松本 好雄氏 北橋 修二 浦河 林 孝輝 ５０８－ ４１：１２．０� １８．３�
１１ � コレデイイノダ 牡６鹿 ５７ 上村 洋行本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０＋ ２ 〃 クビ ７．５�
８１５	 ライジンオー 牡６芦 ５７

５４ ▲鮫島 良太前田 幸治氏 山本 正司 米 Dr. Andy
Elser ５０６＋１２ 〃 アタマ １８．５�

４７ マヤノチャーナ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ５０６－ ２１：１２．１クビ １０．９	
５９ 	 セイウンプレジャー 牡４鹿 ５６ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 米

Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

４７８－ ２１：１２．２� ７．２

１２ 
 バリーバーン 牝５黒鹿５５ 岩崎 祐己飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４３２－ ６ 〃 アタマ ６１．４�
６１２	 サクセスマイターン 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二�嶋 哲氏 昆 貢 米 T. M. Fore-

man III ４６０－ ６ 〃 ハナ ８２．７�
２３ ダイショウティアラ 牝４鹿 ５４

５３ ☆長谷川浩大礒川 正明氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４４４－ ６１：１２．３� １２４．２

７１３ ヒ カ リ ア イ 牝５黒鹿５５ 渡辺 薫彦當山 �則氏 清水 久雄 門別 中川牧場 ４５６± ０１：１２．６２ ６．３�
２４ 
� アグネスハーモニー 牡５栗 ５７ 武 豊渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４１：１２．７クビ ３．２�
３５ 	 エイシンアスワン 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三平井 豊光氏 川村 禎彦 米 Winches-

ter Farm ５０４＋１４１：１２．８� ２１．７�
６１１� リガードシチー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 静内 片岡牧場 ５０８＋１８１：１３．４３� １９．４�

（兵庫）

７１４ スリーリクエスト 牡５栗 ５７
５４ ▲中村 将之永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７６＋ ４１：１４．１４ １５９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，４８６，４００円 複勝： ６１，８８６，３００円 枠連： １０４，４７７，３００円

普通馬連： ４０３，２１８，０００円 馬単： ２８２，１７３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，７７６，４００円

３連複： ３４２，８６０，１００円 ３連単： ７６９，８１０，３００円 計： ２，１００，６８８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ５７０円 � ３２０円 � ９４０円 枠 連（３－４） ２，２００円

普通馬連 �� ７，０３０円 馬 単 �� １６，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６２０円 �� ９，１５０円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ６０，２６０円 ３ 連 単 ��� ３８３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ５６４８６４ 的中 � ２１４２５（１０番人気）
複勝票数 計 ６１８８６３ 的中 � ２７９３３（８番人気）� ５７０９６（５番人気）� １６０２９（１２番人気）
枠連票数 計１０４４７７３ 的中 （３－４） ３５１９５（１１番人気）
普通馬連票数 計４０３２１８０ 的中 �� ４２３７５（３１番人気）
馬単票数 計２８２１７３３ 的中 �� １２６０２（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９７７６４ 的中 �� ７５８７（３５番人気）�� ２１２２（７６番人気）�� ５７４６（４５番人気）
３連複票数 計３４２８６０１ 的中 ��� ４１９９（１９２番人気）
３連単票数 計７６９８１０３ 的中 ��� １４８１（１１２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．８―１１．８―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．６―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーピンスイーパー �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．２．２０ 京都１着

２００２．４．１８生 牡４栗 母 リ ー プ 母母 ル ス ル ー ９戦３勝 賞金 ２８，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ヴァンクルタテヤマ号・ナリタフロンテアー号・パレスワールド号・ヤマニンデュエル号・ユーセイハヤトオー号・

リーサムウェポン号
※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。



（１８京都１）第１日 １月５日（木曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２６８，２４０，０００円
１０，５００，０００円
２６，３７０，０００円
８３０，０００円
７７０，０００円
１，８７０，０００円
２８，２１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，９５０，０００円
４，７０１，０００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
３７８，６５０，７００円
４４５，４５５，２００円
６８２，６６６，６００円
３，１７３，５１６，５００円
２，１０２，６０２，８００円
５６２，０１５，８００円
２，８８０，４３３，２００円
４，１０６，０３９，４００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １４，３３１，３８０，２００円

総入場人員 ４１，２３７名 （有料入場人員 ４０，４８１名）




