
０１００１ １月６日 小雨 良 （１９京都１）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 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

５１０ ワンダーポデリオ 牡３鹿 ５６ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４５８－ ２１：１２．２ ２．２�

６１２� ミヤジレオン 牡３鹿 ５６ 幸 英明曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 的場牧場 ５００＋ ６１：１３．４７ ８．９�
３５ � トウショウブリッツ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６－ ２１：１３．６１� １８．７�
６１１� ライトグローリー 牡３黒鹿５６ 角田 晃一藤本 幸雄氏 山本 正司 門別 藤本 直弘 ４４４± ０１：１３．７� ３６．０�
７１３� テイエムフルパワー 牡３栗 ５６

５３ ▲上野 翔竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３２－ ６１：１３．８� ２８８．４�
８１６ テイエムシップウ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ４５０－１０ 〃 クビ ２９．８�
５９ �� ヴ ェ リ タ ス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 	サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４６０± ０１：１３．９� ８．０

３６ � ハードリレー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４２６＋ ２ 〃 アタマ １６．５�
１２ ニシノタマテバコ 牡３芦 ５６ M．モンテリーゾ 西山 茂行氏 伊藤 圭三 鵡川 西山牧場 ４８８＋ ４１：１４．２１� １１６．９�

（伊）

１１ � キングスベリー 牝３鹿 ５４
５１ ▲北村 友一	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４２６＋１４ 〃 クビ ４．１

４８ � ハギノエアロ 牝３栗 ５４
５３ ☆鮫島 良太安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６２＋ ６１：１４．８３� １８．４�

２４ メイショウハピネス 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ４１：１４．９� ３４．４�
８１５� フクウンバード 牡３栗 ５６ 川島 信二鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 田島 良保 浦河 王蔵牧場 ４３６－ ６１：１５．４３ ２８１．９�
２３ � サンケイサウージ 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎小田 吉男氏 坂口 正則 三石 猪野毛牧場 ４５４＋２２１：１５．９３ １９１．６�
７１４� バクシンセイコー 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫馬場瑛八郎氏 矢作 芳人 門別 新井 昭二 B５１０± ０１：１６．６４ ４４．６�

（愛知）

４７ ウインクルハード 牝３青鹿５４ 川田 将雅�有能 木原 一良 三石 猪野毛牧場 ４０４＋１０１：１６．８� １１９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８８３，７００円 複勝： ２４，０８０，９００円 枠連： ２３，５１６，１００円

普通馬連： ８６，１３４，６００円 馬単： ７３，２８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２６２，２００円

３連複： １１０，９２９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５９，０９４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ４１０円 枠 連（５－６） ５４０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６７０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８８３７ 的中 � ７０４３７（１番人気）
複勝票数 計 ２４０８０９ 的中 � ９３０８８（１番人気）� ２２１２３（３番人気）� ９７７７（７番人気）
枠連票数 計 ２３５１６１ 的中 （５－６） ３２５７５（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６１３４６ 的中 �� ７５３１９（２番人気）
馬単票数 計 ７３２８７８ 的中 �� ４０９６８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２６２２ 的中 �� １６７４７（２番人気）�� ８０７６（５番人気）�� ２５９０（２４番人気）
３連複票数 計１１０９２９５ 的中 ��� １７０８８（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．９―１２．１―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．６―４７．７―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーポデリオ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．１２．１７ 阪神３着

２００４．２．２９生 牡３鹿 母 アラマサブレーヴ 母母 アラホウトク ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 キングスベリー号の騎手北村友一は，３コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインクルハード号は，平成１９年２月６日まで平地競走に出走できない。

バクシンセイコー号は，平成１９年３月６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） ２頭 ブルーシーズン号・リッカメルド号
（非抽選馬） １頭 タイセイユニオン号
※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。



０１００２ １月６日 小雨 良 （１９京都１）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１１ モ チ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ４９６－ ８１：５３．５ ５．７�

４８ ジョーモルデュー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４５４± ０１：５３．６クビ ６．７�
６１１� トーホウレーサー 牡３栗 ５６ 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 新冠 松本 信行 ５２２＋ ２１：５３．８１� ２８．１�
２３ � コートユーフォリア 牡３栗 ５６ 秋山真一郎前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
６１２ ラフィナール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９８＋１０１：５４．６５ ２．０�
１２ キーランナー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆鮫島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 細川農場 ４５８－ ６ 〃 ハナ １０８．７	
７１３� アドマイヤカーネル 牡３芦 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ５２２－ ４１：５５．２３� １１．２

３６ タカオストロング 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉櫻井 登氏 野元 昭 新冠 川上 悦夫 ４５４－ ８１：５５．３� ５３４．３�
５１０� ナムラブユウデン 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫奈村 信重氏 五十嵐忠男 新冠 辻 和明 ５０６＋ ２１：５５．５１� ５８．２�

（愛知）

５９ � ダンツリーガル 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三山元 哲二氏 谷 潔 三石 中村 和夫 ４４２－ ２１：５５．８２ ４１９．９
８１５�� マッキーサムソン 牡３黒鹿５６ 石橋 守薪浦 亨氏 梅田 康雄 浦河 金石牧場 ４４２＋ ２１：５５．９� ４２４．４�
８１６ マッシヴカイザー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 静内 静内白井牧場 ５１６－ ４１：５６．０� ３１．１�
４７ オネストジョン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋藤本 直弘氏 山本 正司 門別 藤本 直弘 ５０４＋ ６１：５６．１クビ ２８．６�
２４ �� エプソムブラスト 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 浜田 光正 静内 カントリー牧場 B４３２＋ ２１：５６．２� １７３．８�
７１４� マルカグレイシー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：５６．７３ ４７６．６�
３５ ハストラング 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４５８－ ４ 〃 ハナ １９９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６１３，０００円 複勝： ３０，９３４，１００円 枠連： ２３，７０７，３００円

普通馬連： ９０，７２９，３００円 馬単： ９３，２４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５９５，０００円

３連複： １２６，９２７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４１５，７５１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � ７６０円 枠 連（１－４） １，２１０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，４２０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ８，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６１３０ 的中 � ３４６００（３番人気）
複勝票数 計 ３０９３４１ 的中 � ４１６７８（３番人気）� ４０８９３（４番人気）� ８６３０（８番人気）
枠連票数 計 ２３７０７３ 的中 （１－４） １４４９９（５番人気）
普通馬連票数 計 ９０７２９３ 的中 �� ４５５８８（５番人気）
馬単票数 計 ９３２４５４ 的中 �� ２０５６７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５９５０ 的中 �� １５２３８（５番人気）�� ４２５６（１５番人気）�� ３７２４（１７番人気）
３連複票数 計１２６９２７３ 的中 ��� １１４９９（２５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．６―１２．７―１２．８―１２．９―１３．３―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．４―４９．１―１：０１．９―１：１４．８―１：２８．１―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

モ チ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サーペンフロ デビュー ２００６．１０．２２ 京都３着

２００４．４．２５生 牡３青鹿 母 イートンカラー 母母 リマンドタイコウ ５戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 ジョリーレイジ号・マンテンポイント号
※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。



０１００３ １月６日 小雨 良 （１９京都１）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５分 （ダート・右）

牝，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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ � ケアレスウィスパー 牝３栗 ５４ 金折 知則吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４４６ ―１：２６．５ ６．０�

３５ � レインボーアーチ 牝３栗 ５４ 幸 英明 �フジワラ・ファーム 北出 成人 静内 フジワラフアーム ４６０ ― 〃 クビ ３．６�
１１ ファニーストーリー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 照哉氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：２６．８１� ４．２�
６１２� ドナビジュー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅山田 貢一氏 崎山 博樹 浦河 富田牧場 ４６８ ―１：２７．２２� １６．０�
８１５ アステリオン 牝３鹿 ５４

５３ ☆鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４４４ ―１：２７．４� ３．６�
６１１ デルフィーネ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８ ―１：２７．８２� １５．３�
３６ � ビクトリーブランコ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介永田 清男氏 服部 利之 三石 筒井 征文 ４７４ ―１：２７．９� １７．５	
２３ � トーホウハルカ 牝３黒鹿５４ 上村 洋行東豊物産
 加用 正 浦河 大道牧場 ４６８ ―１：２８．１� ３０．４�
２４ ダンブライト 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志�三嶋牧場 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４７８ ―１：２８．３１� １２４．１�
４７ � ウェーブクイーン 牝３栗 ５４ 和田 竜二万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ４５４ ―１：２９．０４ ３６．８
８１６� ラブイズカクテル 牝３栗 ５４ 安部 幸夫江口雄一郎氏 谷 潔 静内 坂本 春信 ３９４ ―１：２９．３１� １４２．５�

（愛知）

７１４� メイショウルース 牝３青 ５４ 武 幸四郎松本 好�氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４６６ ―１：２９．４� １２７．２�
５１０ ネヴァゾンターク 牝３鹿 ５４ 松田 大作
ティーエイチ 藤原 英昭 新冠 川上牧場 ４４６ ―１：２９．９３ ２４１．４�
５９ マックスハート 牝３鹿 ５４ 荻野 要中路 正志氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４４０ ―１：３０．２２ １８０．１�
７１３ タイコウヤマキ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�名鯛興業 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４２４ ―１：３０．５２ ９０．６�
４８ � グラスクイン 牝３栗 ５４ 石橋 守荻野 猛夫氏 梅田 康雄 浦河 鮫川牧場 ３８２ ―１：３０．７１� １８８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７２０，５００円 複勝： １９，８８５，３００円 枠連： ２８，５１５，３００円

普通馬連： ７２，７４６，１００円 馬単： ７３，３０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，００１，０００円

３連複： １０４，１７７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３８，３５２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（１－３） ４１０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ３５０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７２０５ 的中 � ２５９０４（４番人気）
複勝票数 計 １９８８５３ 的中 � ２８６３９（４番人気）� ３８１２３（２番人気）� ４０２５６（１番人気）
枠連票数 計 ２８５１５３ 的中 （１－３） ５２０７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２７４６１ 的中 �� ５１１５０（４番人気）
馬単票数 計 ７３３０７２ 的中 �� ２０７８７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０００１０ 的中 �� ９８５６（５番人気）�� １４０７７（４番人気）�� １９０９３（１番人気）
３連複票数 計１０４１７７４ 的中 ��� ６３１９８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．４―４９．２―１：０１．８―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケアレスウィスパー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００４．２．４生 牝３栗 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。
（非当選馬） １頭 ネネグース号
※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６日 小雨 良 （１９京都１）第１日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

４５ � パレスショットガン 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４４８ ―１：５５．８ ３．９�

６８ テンザンメダリスト 牡３鹿 ５６ 角田 晃一平野 三郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５２６ ―１：５６．５４ ７．２�
７１１� メトロシュタイン 牡３青鹿５６ 金折 知則太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５２０ ―１：５６．７１� ９．０�
５７ �� ナリタコンコルド 	３鹿 ５６ 上村 洋行�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４７２ ―１：５６．８
 ４．５�
４４ メイショウハナミチ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 伊藤 雄二 静内 藤原牧場 ４５２ ―１：５７．４３� ５．８�
７１０�� セルゲイエフ 牡３栗 ５６ 幸 英明平井 裕氏 谷 潔 浦河 川越ファーム ４７８ ―１：５７．７１
 １３２．６�
２２ タマモライズ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ９５．６	

（愛知）

３３ � オウシュウコトブキ 牡３栗 ５６ 和田 竜二西村 專次氏 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 ４９４ ―１：５８．２３ ３５．６

６９ � エイティビガー 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ５４６ ―１：５８．３
 ９９．４�
５６ � オースミステータス 牡３栗 ５６ 竹之下智昭�オースミ 武 邦彦 浦河 田中スタッド ４９２ ―１：５８．９３� ５１．８�
８１３ メイドンネーム 牝３黒鹿５４ 石橋 守林 順子氏 梅田 康雄 新冠 協和牧場 ４８０ ―１：５９．０� ８６．５
８１２� カゼトトモニ 牡３鹿 ５６ M．モンテリーゾ 永田 清男氏 平田 修 三石 筒井 征文 ４６０ ―１：５９．１
 ２１．０�

（伊）

１１ メイショウダイスギ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４９８ ― （競走中止） ４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，５８５，６００円 複勝： １９，９３１，３００円 枠連： ２８，３６６，７００円

普通馬連： ８０，２１０，６００円 馬単： ８０，０８１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８１８，９００円

３連複： １１１，２７９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，２７４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（４－６） ７８０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ６２０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５８５６ 的中 � ３８３７２（１番人気）
複勝票数 計 １９９３１３ 的中 � ４５６５１（１番人気）� ２２５８０（５番人気）� １９０３６（６番人気）
枠連票数 計 ２８３６６７ 的中 （４－６） ２６９９０（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０２１０６ 的中 �� ５４１６４（３番人気）
馬単票数 計 ８００８１９ 的中 �� ３０２２２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８１８９ 的中 �� １１３２１（６番人気）�� ８７７０（９番人気）�� ５１４２（１５番人気）
３連複票数 計１１１２７９３ 的中 ��� ２９３２９（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１４．０―１４．２―１３．７―１３．０―１２．１―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３８．３―５２．５―１：０６．２―１：１９．２―１：３１．３―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�パレスショットガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００４．４．１１生 牡３鹿 母 マルゼンミケーラ 母母 ニアリーウェッド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 メイショウダイスギ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨々折〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。



０１００５ １月６日 雨 稍重 （１９京都１）第１日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５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

７１４�� シャドウストライプ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２４± ０１：２４．７ ３．５�

５９ � ミスターモナルコス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn
Farm, Inc. ４８２＋１２１：２５．７６ ２．１�

４８ ヤマカツシリウス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５２８＋ ２１：２６．２３ ５．５�
８１５�	 レーザーウイング 牡３黒鹿５６ 下原 理服部 新平氏 斉藤 裕 静内 グランド牧場 ４５８－ ８１：２６．６２
 ３６１．４�

（兵庫） （兵庫）

２３ � ゴールデンミション 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�協栄 瀬戸口 勉 門別 タバタファーム ５００＋ ２１：２６．７クビ ２７．７�
７１３� コ ス モ ベ ル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４３６－ ２１：２６．８
 １３．１	
１２ 	 トミノハマチャン 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫冨藤 敏男氏 藤田 正治 新冠 安達 洋生 ４８２＋ ２ 〃 クビ ３４０．９


（笠松） （愛知）

８１６ マイネルカーロ 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 克典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ４１：２７．０１� ４０．８�
６１２� フレンチバレル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅キャピタルクラブ 白井 寿昭 門別 本間牧場 ５００＋ ２１：２７．２１
 ６７．１�
３６ � スキマチェリー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三チエリー商事 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ４８２－ ２１：２７．４１
 １２２．６�
２４ �� タッチブレイブ 牡３芦 ５６ 和田 竜二�ビッグ 南井 克巳 門別 門別 正 ４６０－ ２１：２７．５クビ ３０５．７�
３５ タカラヘリオス 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ５５．１�
５１０� ユーチャリス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 藤岡 健一 米 Nobuo

Tsunoda ４８２± ０１：２７．９２
 １６．７�
６１１ テイエムヤマサクラ 牝３栗 ５４ 橋本 美純竹園 正繼氏 木原 一良 三石 本桐牧場 ４５８＋ ６１：２８．７５ ２２２．０�
１１ ストラテジー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２２．３�
４７ �� トーコーオリンポス 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎森田 藤治氏 湯浅 三郎 新冠 村田牧場 ４５６－ ２１：２８．９１� ５８７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，６９６，９００円 複勝： ２９，９０３，７００円 枠連： ３０，９４４，０００円

普通馬連： １０５，５４９，０００円 馬単： １１１，２４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４０９，４００円

３連複： １５４，６１８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４９５，３７０，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １００円 � １４０円 枠 連（５－７） ２６０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２９０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２６９６９ 的中 � ７４５７４（２番人気）
複勝票数 計 ２９９０３７ 的中 � ５９０７７（２番人気）� １０５６６６（１番人気）� ４６０４７（３番人気）
枠連票数 計 ３０９４４０ 的中 （５－７） ８９４５４（１番人気）
普通馬連票数 計１０５５４９０ 的中 �� ２３１５１０（１番人気）
馬単票数 計１１１２４８６ 的中 �� ９５３４６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４０９４ 的中 �� ５４３６２（１番人気）�� ２２３４８（３番人気）�� ３４１５７（２番人気）
３連複票数 計１５４６１８６ 的中 ��� ２０２６８５（１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．９―１２．１―１２．８―１２．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．６―３４．５―４６．６―５９．４―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
シャドウストライプ �

�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Gulch デビュー ２００６．１２．３ 阪神１着

２００４．４．１９生 牡３栗 母 ムーディーサンダー 母母 Line of Thunder ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走状況〕 フレンチバレル号は，枠入り不良。
※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。
（非当選馬）１０頭 アインファスター号・アルーリングライン号・アーバンストリート号・グロースベルベット号・コンゴウダイオー号・

トーセンアーチャー号・ファイナルバンド号・フェザーウイング号・マルカラボンバ号・メイショウバルドル号
※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。



０１００６ １月６日 曇 稍重 （１９京都１）第１日 第６競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５５分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

１２ � ハイパーレスポンス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ５１８＋１０２：１６．０ ３１．１�

２４ � フィールドミューズ 牝４栗 ５４ 本田 優地田 勝三氏 橋本 寿正 浦河 鎌田 正嗣 ４６０＋ ４２：１６．２１	 １３．２�
４８ � サクラインザダーク 牝４黒鹿５４ 岩田 康誠�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ５１８＋ ６２：１６．３	 １．９�
８１５ ビッグベアシチー 牡４栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４５２－ ８２：１６．４	 ５．５�
１１ プリムラシチー 牝４鹿 ５４ 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 浦河 駿河牧場 ４２８－ ８２：１６．５	 ２６．４�
７１３� テイエムセイラン 牡４青鹿５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ７４．０�
５９ �� オ ハ コ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文寺田 寿男氏 山内 研二 三石 木田 祐博 ４７２＋ ６ 〃 ハナ １４．８	
２３ � フェスティブドラマ 牡４鹿 ５６ 幸 英明 
カタオカファーム梅内 忍 静内 カタオカフアーム ４７２＋ ２２：１６．６	 ３３．７�
７１４ ヤマニンエマイユ 牝４鹿 ５４ 柴田 善臣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６０＋１８ 〃 同着 １８．１�
４７ 
 スリーセレブル 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ ６９．２
６１１ トウショウアスロン 牡６鹿 ５７

５４ ▲上野 翔トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９６± ０２：１６．７クビ ９５．６�

８１６� ナスノハツカゼ 牡４青鹿５６ 安藤 勝己�須野牧場 平井 雄二 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４６０－ ８２：１６．８	 ５．１�

５１０� アグネスメリット 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ２９０．７�
３６ リッカドリムオ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎立花 幸雄氏 川村 禎彦 浦河 中島 俊明 ４６４＋１０２：１７．３３ １４７．９�
３５ �
 ハンシンテイオー 牡５栗 ５７ 橋本 美純山本 治氏 福島 勝 新冠 的場牧場 ４９２＋１０２：１８．１５ １３０．６�
６１２
 イソノスワロー 牝５鹿 ５５

５２ ▲北村 友一磯野 俊雄氏 境 直行 浦河 村下農場 ４４６－ ６ 〃 クビ １９６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６４２，２００円 複勝： ２９，４４７，５００円 枠連： ４１，０６５，８００円

普通馬連： １０６，２５０，５００円 馬単： １１３，１４４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５６５，１００円

３連複： １５３，５６０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４９８，６７６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３，１１０円 複 勝 � ６００円 � ３００円 � １２０円 枠 連（１－２） ５，８９０円

普通馬連 �� １４，０００円 馬 単 �� ３２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３６０円 �� ７６０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ６，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６４２２ 的中 � ６２４７（８番人気）
複勝票数 計 ２９４４７５ 的中 � ８５１１（９番人気）� ２０１０１（４番人気）� １０５５４２（１番人気）
枠連票数 計 ４１０６５８ 的中 （１－２） ５１４６（１２番人気）
普通馬連票数 計１０６２５０５ 的中 �� ５６０２（３０番人気）
馬単票数 計１１３１４４４ 的中 �� ２５７７（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５６５１ 的中 �� ２０６６（２９番人気）�� ９８８９（８番人気）�� １８４２５（３番人気）
３連複票数 計１５３５６０６ 的中 ��� １８０２８（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１２．７―１２．４―１２．７―１３．１―１２．９―１２．４―１１．７―１２．６―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―２３．２―３５．９―４８．３―１：０１．０―１：１４．１―１：２７．０―１：３９．４―１：５１．１―２：０３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３
８，１３（１，１２）１４（２，１１）（３，５）（６，１０）（４，１６）（７，１５，９）・（８，１３）（１，１４）（２，５）（１１，３）６（１０，１６）（１２，１５，９）（７，４）

２
４

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

�ハイパーレスポンス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００５．４．２４ 京都３着

２００２．５．１０生 牡５栗 母 レイホールビー 母母 ヤマトシヤルダン ３戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 トウショウアスロン号・イソノスワロー号は，平成１９年２月６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サダムアカイカゼ号・スターダストボーイ号・スターフォワード号
（非抽選馬） ４頭 エリモフィナーレ号・スズカボーイ号・マイネルヴェステン号・マイネルオレア号



０１００７ １月６日 曇 稍重 （１９京都１）第１日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ � トーセンマエストロ 牡５鹿 ５７
５４ ▲上野 翔島川 �哉氏 飯田 雄三 浦河 日優牧場 ４７８± ０１：２４．５ ２．３�

５１０ ブ レ イ バ ー 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４７０－ ２１：２４．６� ５．３�
２３ カントリースタイル 牝７鹿 ５５ 秋山真一郎津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 ４４０± ０１：２４．８１� １５．８�
２４ ウインイージス 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 浦河 笹地牧場 ５１８＋ ４１：２４．９� １１．３�
３６ � オペラボイス 牡４鹿 ５６

５３ ▲田中 克典宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 B４５２＋ ２１：２５．２２ ２０２．４�
８１６� フィールドジュエル 牡５鹿 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム ４９０＋１０１：２５．３� ７４．９	
６１２� メモリーセレソン 牡５芦 ５７ 赤木高太郎�シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４５４± ０１：２５．４� ２２．０

３５ � メダルハンター 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 岡田 稲男 門別 菊地牧場 ４９２＋ ４ 〃 ハナ ５２．６�
５９ � シルクパスワード 牡５栗 ５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４６８＋ ８ 〃 ハナ １９．９�
４８ �� ツルギフェロン 	５鹿

５７
５４ ▲船曳 文士中野 利道氏 安田伊佐夫 平取 びらとり牧場 ４３０± ０１：２５．７１
 ２９７．７

７１４ ロックリヴァー 牡４鹿 ５６ 川田 将雅福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６８－ ２１：２６．１２� １８．４�
１１ エリモアスリート 牡７栗 ５７ 川島 信二山本 菊一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ５１８＋ ２１：２６．２� １３３．７�
１２ � サウスティーダ 牝４芦 ５４ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大久保龍志 門別 インターナシヨナル牧場 ４７８± ０１：２６．５２ １３．２�
８１５ サミーデザート 牡４栗 ５６

５５ ☆鮫島 良太鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ４８４＋ ２１：２６．７１ ２５４．０�
６１１ エルカミニート 牡４栗 ５６ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 B５２２＋ ２１：２６．８� ５．２�
７１３

�
�
� トランスオーシャン 牡４黒鹿５６ 上村 洋行前田 幸治氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９２－１０１：２７．２２� ６７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６５２，６００円 複勝： ３５，６６７，４００円 枠連： ３８，８７７，３００円

普通馬連： １４０，１２９，６００円 馬単： １１６，８５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６５６，９００円

３連複： １７９，７８５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５７４，６２５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（４－５） ４００円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５６０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７６５２６ 的中 � ９５６３３（１番人気）
複勝票数 計 ３５６６７４ 的中 � １１１０３０（１番人気）� ５５５０６（２番人気）� ２３４４３（４番人気）
枠連票数 計 ３８８７７３ 的中 （４－５） ７１９８０（１番人気）
普通馬連票数 計１４０１２９６ 的中 �� １９１９５９（１番人気）
馬単票数 計１１６８５６１ 的中 �� １０４４３６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６５６９ 的中 �� ３９６３９（１番人気）�� １５０６３（５番人気）�� ７３８９（１１番人気）
３連複票数 計１７９７８５２ 的中 ��� ６２０９１（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．７―１２．０―１１．９―１２．５―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーセンマエストロ �
�
父 トワイニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．８．１５ 小倉２着

２００２．５．３０生 牡５鹿 母 フエードエリカ 母母 ナルタキブイミー １８戦３勝 賞金 ４７，３８６，０００円
〔制裁〕 ブレイバー号の騎手岩田康誠は，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５０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ツルギフェロン号は，平成１９年２月６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） ２頭 グリューエント号・ホッコーランチャー号
（非抽選馬） １頭 ニホンピロファイブ号



０１００８ １月６日 曇 稍重 （１９京都１）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５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 １０，５００，０００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

２３ ゼンノマルビナス 牡４芦 ５６ 赤木高太郎大迫久美子氏 池江 泰寿 白老 白老ファーム ５００－ ２１：５２．０ １３．９�

６１２�� タガノエクリプス 牡４青 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：５２．１� ２．１�
１１ � ハードオブプレイ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義津田 一男氏 西橋 豊治 静内 藤川フアーム B５０２＋ ６ 〃 クビ ８．４�
７１４� セフティーローレル 牡６鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４７４－ ２１：５２．２� １３．４�
５９ ワンダースピード 牡５黒鹿５７ 安部 幸夫山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４７４－ ４１：５２．３� １７．７�

（愛知）

４７ � ロングベネフィット 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５２２± ０１：５２．４クビ ４．６�
８１６ エストレーア 牡６芦 ５７ 川島 信二佐藤 明弘氏 安藤 正敏 新冠 小田 健一 B４７２＋ ２１：５２．７２ ２８１．３�
２４ � テンザンダンディー 牡６栃栗５７ 和田 竜二平野 三郎氏 岩元 市三 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ６１：５２．８� １３７．３	
５１０ クリアヴィジョン 牡６栗 ５７ 四位 洋文吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 クビ ９７．９

８１５�� ストロングドン 牡７鹿 ５７ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５２２－ ４ 〃 ハナ ２３５．２�
６１１� タガノエスペランサ 牡４鹿 ５６ 本田 優八木 良司氏 橋本 寿正 新冠 越湖牧場 ４４２＋１０１：５２．９クビ １３．６�
３６ � ニットウサラン 牝４鹿 ５４ 幸 英明日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ３５．６�
７１３ オーキッドコート 牡４鹿 ５６ 橋本 美純川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４５２＋ ２１：５３．０� ２７．３�
１２ イズミデヒア 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文北村実地子氏 古川 平 三石 タガミファーム ５２０－ ８１：５３．２１	 ２９．０�
４８ �� グローリーサン 牡５青鹿

５７
５４ ▲田中 克典中野 義一氏 中尾 秀正 静内 桜井牧場 ４９６＋ ２１：５３．３� １６９．５�

３５ � メイショウブルドー 牡４青 ５６
５３ ▲北村 友一松本 好雄氏 田島 良保 静内 安田 豊重 ５２０± ０１：５３．７２� ４６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４７９，７００円 複勝： ３６，５７２，５００円 枠連： ４０，９０６，４００円

普通馬連： １４４，５６９，４００円 馬単： １３４，８００，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８９２，９００円

３連複： ２０５，３１８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６３０，５３９，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（２－６） １，０４０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １，８５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ４，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９４７９７ 的中 � １６７８１（６番人気）
複勝票数 計 ３６５７２５ 的中 � ３４０８０（３番人気）� １１２９４６（１番人気）� ２５０２０（５番人気）
枠連票数 計 ４０９０６４ 的中 （２－６） ２９０８４（４番人気）
普通馬連票数 計１４４５６９４ 的中 �� ８９７９２（４番人気）
馬単票数 計１３４８００１ 的中 �� ２５９０５（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８９２９ 的中 �� １９２４５（４番人気）�� ４８３４（２０番人気）�� １７７５５（５番人気）
３連複票数 計２０５３１８５ 的中 ��� ３１１１１（１４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１２．９―１２．７―１２．７―１２．４―１２．４―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．９―３６．８―４９．５―１：０２．２―１：１４．６―１：２７．０―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノマルビナス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．１０．２ 阪神５着

２００３．２．４生 牡４芦 母 トキオシンフォニー 母母 Seewillo １５戦３勝 賞金 ３５，９８０，０００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 アグネスクラウン号・オーゴンコウテイ号・キクノエンブレム号・マコトスペリオル号・マルブツブラボー号
※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。



０１００９ １月６日 曇 稍重 （１９京都１）第１日 第９競走 ��
��２，０００�

は つ ゆ め

初 夢 賞
発走１４時３０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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

６１２� バンブーウエファ 牡４栗 ５６ 蛯名 正義�バンブー牧場 中尾 秀正 浦河 バンブー牧場 ４８４＋ ６２：０２．６ ２．６�

７１４ ワンマンシャチョウ 牡６栗 ５７ 和田 竜二�ミキハウス 池江 泰郎 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７６＋１２２：０２．８１� １１．２�

４８ チョウカイサンデー 牡４栗 ５６ M．モンテリーゾ�平田牧場 加藤 敬二 浦河 谷川牧場 ４８６＋ ２２：０３．２２� ３．８�
（伊）

４７ �	 フィールドベアー 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９０± ０２：０３．３� ６．５�
１１ � ズームトウショウ 牝４鹿 ５４ 佐藤 哲三トウショウ産業� 坪 憲章 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ２０６．１�
２４ � ディープウイング 牡４栗 ５６ 本田 優深見 富朗氏 山内 研二 静内 フジワラフアーム B４８２＋ ６２：０３．４クビ １７．７	
７１３� メイショウアカシ 牡７鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ２２：０３．７１
 １２５．８

１２ � ローレルオスカー 牡６黒鹿５７ 小坂 忠士 �ローレルレーシング 野村 彰彦 新冠 田鎖牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ １９１．７�
３５ 	 ゼットコマンダー 牡４黒鹿５６ 松田 大作�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４６４＋ ８ 〃 アタマ ２３９．８�
６１１� インパルスシチー 牡８芦 ５７ 鮫島 良太 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 三石 斉藤スタッド ４６８－ ８２：０３．８
 １５５．６
２３ ドルチェリモーネ 牝６鹿 ５５ 安藤 勝己 �キャロットファーム 松田 博資 白老 白老ファーム ４７０± ０２：０３．９クビ ５．８�
５１０ クリスタルルージュ 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ２０．７�
５９ � クロユリジョウ 牝５鹿 ５５ 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 藤田 泰蔵 ４９０＋ ６２：０４．１１� ６２．５�
８１５	 グランプリゴールド 牡７青鹿５７ 赤木高太郎北側 雅司氏 矢作 芳人 白老 追分ファーム ４５２＋ ２２：０４．４１
 １００．４�
３６ ビッグタイガー 牡５鹿 ５７ 上村 洋行小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４８４＋ ２２：０４．５� ２８．６�
８１６	 ワンダーシンゲキ �７鹿 ５７ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 静内 大滝 栄治 ４９４＋ ６ 〃 クビ ４６０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，９０３，０００円 複勝： ４６，６７５，６００円 枠連： ４９，７４２，７００円

普通馬連： ２０３，６６８，８００円 馬単： １３７，４１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，０７２，６００円

３連複： １７０，０６０，９００円 ３連単： ４４０，７０３，６００円 計： １，１２８，２４０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（６－７） １，２１０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ２５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３４９０３０ 的中 � １０６１２２（１番人気）
複勝票数 計 ４６６７５６ 的中 � １０７３６６（１番人気）� ３２８２６（５番人気）� ９７２５８（２番人気）
枠連票数 計 ４９７４２７ 的中 （６－７） ３０４９０（４番人気）
普通馬連票数 計２０３６６８８ 的中 �� １０８２４９（６番人気）
馬単票数 計１３７４１３２ 的中 �� ４９３４２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５０７２６ 的中 �� １７４９５（７番人気）�� ５３０８２（１番人気）�� １３２３０（９番人気）
３連複票数 計１７００６０９ 的中 ��� ７１３１６（５番人気）
３連単票数 計４４０７０３６ 的中 ��� ３７５５６（１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．２―１２．３―１２．７―１２．７―１２．１―１１．６―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３７．８―５０．１―１：０２．８―１：１５．５―１：２７．６―１：３９．２―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�バンブーウエファ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００６．４．８ 阪神６着

２００３．４．２１生 牡４栗 母 スプリングバンブー 母母 サワーバンブー ５戦３勝 賞金 ３１，２８７，０００円
〔発走状況〕 グランプリゴールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 チョウカイサンデー号の騎手M．モンテリーゾは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グランプリゴールド号は，平成１９年１月７日から平成１９年２月５日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 イントゥザグルーヴ号・コスモプラチナ号・ショートローブス号・トウショウパワーズ号・ハギノメトロポリス号・

マヤノリバティ号
※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。



０１０１０ １月６日 曇 稍重 （１９京都１）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

しんしゅん

新春ステークス
発走１５時０５分 （芝・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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６１２� エムオーウイナー 牡６黒鹿５７ 佐藤 哲三大浅 貢氏 服部 利之 門別 門別牧場 ５１６＋ ８１：０９．２ ３．５�

３５ �� エアニックス 牡５栗 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 静内 千代田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ４．８�
５９ � フラワリングバンク 牡５鹿 ５７ 生野 賢一吉田 勝己氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ８１：０９．３	 １０．８�
６１１� シルクトゥルーパー 牡５黒鹿５７ 川田 将雅有限会社シルク北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７６－ ６１：０９．４	 ６．０�
７１４ ルタンティール 牡６黒鹿５７ 鮫島 良太西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 石川 昌義 ４６８＋ ４１：０９．５クビ ９８．３�
４８ ストーンブリッジ 牡５栗 ５７ 上村 洋行後藤 繁樹氏 坂口 正則 浦河 濱田牧場 ４９６＋１２ 〃 アタマ ８９．０�
８１５� マルカジーク 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己河長産業� 瀬戸口 勉 追分 追分ファーム ４９６＋ ２１：０９．６
 ４．３	
２４ � ヒシフェアレディ 牝７鹿 ５５ 安部 幸夫阿部雅一郎氏 小林 常泰 早来 ノーザンファーム ４７２－ ８１：０９．７	 １７．４


（愛知）

８１６� オ ル ガ ス 牡４鹿 ５５ 下原 理�アカデミー 森 秀行 豪 Vinery Stud
Pty Ltd ４７８－ ６１：０９．９ハナ＋１� ２２６．８�

（兵庫）

１２ � トップパシコ 牡７鹿 ５７ 野元 昭嘉酒井 芳秀氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク
牧場 ５０４＋ ６１：１０．０
 ６２．１�

１１ �� ミッキーコマンド 牝４鹿 ５４ 石橋 守三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４４０＋１０ 〃 クビ １３２．７
４７ � マリンフェスタ 牝４鹿 ５４ 幸 英明山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 B４７６＋１０１：１０．２１� １５．９�
７１３� ポイントセブン 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５８＋ ６ 〃 ハナ ２４．６�
３６ � ナンヨーノサガ 牝４黒鹿５４ 武 幸四郎中村 �也氏 池上 昌弘 浦河 笹島 政信 ４４２－ ２ （降着） ４０．７�
５１０ アドマイヤドレス 牝６鹿 ５５ 芹沢 純一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６８＋ ６１：１０．８３	 ４２．６�
２３  マイノチカラ 牝６栗 ５５ 藤岡 佑介�ミキハウス 森 秀行 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：１１．１１
 ７１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，２５７，４００円 複勝： ４５，１５０，７００円 枠連： ５８，５５９，６００円

普通馬連： ２５５，２９０，１００円 馬単： １５６，６０４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，２１５，４００円

３連複： ２１７，９２２，５００円 ３連単： ４９０，５２８，２００円 計： １，３１１，５２８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（３－６） ４７０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ６１０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� １０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３５２５７４ 的中 � ８０００５（１番人気）
複勝票数 計 ４５１５０７ 的中 � ９３３９３（１番人気）� ７６３９２（３番人気）� ３６６２０（５番人気）
枠連票数 計 ５８５５９６ 的中 （３－６） ９３５１１（１番人気）
普通馬連票数 計２５５２９０１ 的中 �� ２１４０２７（２番人気）
馬単票数 計１５６６０４１ 的中 �� ６８５３５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２２１５４ 的中 �� ３５７６１（２番人気）�� ２０８８０（６番人気）�� １５０５７（９番人気）
３連複票数 計２１７９２２５ 的中 ��� ６０６６８（６番人気）
３連単票数 計４９０５２８２ 的中 ��� ３４９９１（２２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１０．９―１１．３―１１．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３３．８―４５．１―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エムオーウイナー �
�
父 ニホンピロウイナー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００３．１１．２２ 京都２着

２００１．５．２７生 牡６黒鹿 母 ミラクルムテキ 母母 ノーザンフラワー ２６戦６勝 賞金 １１２，５３６，０００円
〔発走状況〕 アドマイヤドレス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔降着〕 ナンヨーノサガ号は，９位〔タイム１分０９秒７，着差ハナ〕に入線したが，決勝線手前で急に外側に斜行して「ポイントセブン」号

の走行を妨害したため１４着に降着。
〔制裁〕 ナンヨーノサガ号の騎手武幸四郎は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成１９年１月１３日から平成１９年１月

２１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。
（非当選馬） ９頭 クリノワールド号・ケイエスアイ号・ゴッドスマイルユー号・タケカワルキューレ号・チリエージェ号・

トーセンザオー号・プリティタヤス号・プリティメイズ号・ブリリアントグレイ号
※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。



０１０１１ １月６日 晴 稍重 （１９京都１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第４５回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，１８．１．５以降１８．１２．２４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 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００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

６１２� マイネルスケルツィ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５１２＋ ６１：３３．９ １２．２�

４７ � エイシンドーバー 牡５栗 ５５ 蛯名 正義平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Columbi-
ana Farm ４６４＋ ４１：３４．１１� １３．６�

５９ サクラメガワンダー 牡４栗 ５６．５ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ４．９�
３５ マルカシェンク 牡４黒鹿５６ 赤木高太郎河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：３４．２	 ７．３�
１２ スズカフェニックス 牡５栗 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ８．４�
７１４� キンシャサノキセキ 牡４鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４８２＋１０１：３４．３	 ４．０�
５１０ グレイトジャーニー 牡６黒鹿５６ 佐藤 哲三 	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－ ２ 〃 クビ ２８．１

２４ 
 ホッコーソレソレー 牡５青鹿５５ 藤岡 佑介矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４７０＋ ４１：３４．５１� １１．２�
７１３
 タマモホットプレイ 牡６栗 ５６ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８０± ０１：３４．６	 １３９．１�
４８ � コスモシンドラー 牡５黒鹿５５ 武 幸四郎 	ビッグレッドファーム 加用 正 豪

Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

５０４＋ ８ 〃 クビ ４４．７
６１１� キネティクス 牡８栗 ５６．５ 川田 将雅 	ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 笹島 政信 ４６２＋ ２１：３４．７クビ ６３．１�
３６ ペールギュント 牡５黒鹿５６ 上村 洋行 	サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：３４．９１	 ４６．３�
８１５� フサイチリシャール 牡４芦 ５７ 鮫島 良太関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４ 〃 クビ ６．４�
１１ ビッググラス 牡６鹿 ５４ 秋山真一郎坪野谷和平氏 中尾 秀正 静内 マークリ牧場 ５２４＋ ２１：３５．６４ ５３．７�
８１６
 ニューベリー 牡９鹿 ５６ 四位 洋文近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ８１：３５．８１	 ８０．１�
２３ � テイエムプリキュア 牝４黒鹿５２ 安部 幸夫竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４９２＋ ８ 〃 クビ ７４．１�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５９，４８９，９００円 複勝： ２０５，６２２，１００円 枠連： ２４５，９５８，６００円

普通馬連： １，５７５，４８１，７００円 馬単： ７９４，８５１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７１，９４４，１００円

３連複： １，３１８，９０７，６００円 ３連単： ２，５９０，４７１，５００円 計： ７，１６２，７２６，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３００円 � ３８０円 � ２００円 枠 連（４－６） ４，８１０円

普通馬連 �� ７，０２０円 馬 単 �� １６，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� １，０１０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １３，７２０円 ３ 連 単 ��� １１９，２２０円

票 数

単勝票数 計１５９４８９９ 的中 � １０３０６７（７番人気）
複勝票数 計２０５６２２１ 的中 � １７３１０６（７番人気）� １２９７７２（８番人気）� ３１１６４７（２番人気）
枠連票数 計２４５９５８６ 的中 （４－６） ３７７５４（２８番人気）
普通馬連票数 計１５７５４８１７ 的中 �� １６５６３７（２８番人気）
馬単票数 計７９４８５１０ 的中 �� ３４７０１（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２７１９４４１ 的中 �� ３３６６２（２７番人気）�� ６８１３１（１３番人気）�� ５０１４２（２１番人気）
３連複票数 計１３１８９０７６ 的中 ��� ７０９８４（５０番人気）
３連単票数 計２５９０４７１５ 的中 ��� １６０３６（３５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．４―５９．０―１：１０．０―１：２１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルスケルツィ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．１０．９ 東京２着

２００３．２．１７生 牡４鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley １３戦４勝 賞金 １７３，１２４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１９頭 アグネスラズベリ号・アスクジュビリー号・アズマサンダース号・アルビレオ号・エイシンツルギザン号・

グランリーオ号・シルクネクサス号・スズジャパン号・スターイレブン号・セフティーエンペラ号・
タニノマティーニ号・デンシャミチ号・トールハンマー号・ニシノデュー号・ハッピートゥモロー号・
ホーマンアピール号・マイネルハーティー号・マヤノグレイシー号・ルーベンスメモリー号

※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６日 晴 稍重 （１９京都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）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００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

５９ � ピサノアルハンブラ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米
Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

５０２＋ ２１：１１．５ ３．８�

４７ � セトノヒット 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７８＋ ２１：１１．８１	 ４．１�
２３ � ネ オ ナ ー ト 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎藤田 孟司氏 中竹 和也 米

Rio Claro Thorough-
breds, R. D. Hubbard
& C. Sczesny

４８６± ０ 〃 ハナ ２７．３�
１１ 
 アグネスレプトン 牡６鹿 ５７ 和田 竜二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６ 〃 クビ ８．４�
４８ ハードムーン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲北村 友一津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４７２－ ２１：１２．３３ ８５．０�
６１１ マヤノサムサラ 牡６栗 ５７ 柴田 善臣田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４６－ ４１：１２．４クビ ９．６�
６１２ サンエムワールド 牡５黒鹿５７ 佐久間寛志松本ヒデ子氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４６４－ ２１：１２．５� ２１．２�
８１６ ナリタダンディ �６鹿 ５７ 河北 通	オースミ 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５４０＋ ４ 〃 クビ １６．７

５１０� ウォーターバロン 牡６黒鹿５７ 石橋 守山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５０２＋ ６１：１２．７１ ２０．５�
１２ �
 シ テ ィ ボ ス 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６４＋１２１：１３．２３ １２．７�
３６ � ショウエンジェリコ 牡４栗 ５６ 赤木高太郎小園 一男氏 湯浅 三郎 浦河 山崎牧場 ５０４＋ ４１：１３．３	 ５６．８
７１３� キンシタイガー �６栗 ５７ 角田 晃一若草クラブ 藤岡 範士 米 Halcyon

Farm ４９０－ ２１：１３．４クビ １３３．１�
３５ � アグネスボーイ 牡５黒鹿５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Black Type

Stud Pty Ltd ４９４＋ ４１：１３．５	 ７．４�
７１４ メイショウモア 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 増本 豊 静内 増本牧場 ４４８＋ ２１：１３．６クビ ２５８．１�
２４ ワーキングボーイ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ５００＋ ４ 〃 クビ １０４．１�
８１５� ブ イ ト ー ル 牡４栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 清水 出美 米 Curtis C.

Green ５１８± ０１：１５．１９ １４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，０４９，５００円 複勝： ６４，２８５，５００円 枠連： ９７，７４４，７００円

普通馬連： ３４１，３０５，４００円 馬単： ２１８，９３８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，０１８，２００円

３連複： ３０５，７６７，９００円 ３連単： ６６４，３０８，８００円 計： １，８２２，４１８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ５１０円 枠 連（４－５） ５９０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，５６０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ５，９００円 ３ 連 単 ��� ２３，８５０円

票 数

単勝票数 計 ５３０４９５ 的中 � １１１５６４（１番人気）
複勝票数 計 ６４２８５５ 的中 � １１８９４２（２番人気）� １３２８１９（１番人気）� ２３２５９（１１番人気）
枠連票数 計 ９７７４４７ 的中 （４－５） １２４３００（１番人気）
普通馬連票数 計３４１３０５４ 的中 �� ３５２２１０（１番人気）
馬単票数 計２１８９３８５ 的中 �� １１４９３１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７０１８２ 的中 �� ７３６７１（１番人気）�� １１１９０（２１番人気）�� １０９８９（２２番人気）
３連複票数 計３０５７６７９ 的中 ��� ３８２８９（１２番人気）
３連単票数 計６６４３０８８ 的中 ��� ２０５５８（３７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１１．６―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．１―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ ９（５，１２）（１，１１）（３，２，１４，１６）６（７，１５）－（４，１０，１３）８ ４ ９（５，１２）（１，１１）（３，１６）（７，２，１４）（６，１０）（４，１５）（８，１３）

勝馬の
紹 介

�ピサノアルハンブラ �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Ascot Knight デビュー ２００６．１．８ 京都２着

２００３．４．１３生 牡４鹿 母 Luck Be a Lady 母母 Lady Prospect ９戦３勝 賞金 ２７，７００，０００円
〔制裁〕 ネオナート号の騎手秋山真一郎は，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。

ショウエンジェリコ号の騎手赤木高太郎は，４コーナーで外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１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 イアラユーラシア号・ウォーターオーレ号・ウォーターポロ号・グローバルボンバー号・ゴービハインド号・

サンレイラピッヅ号・スカイノヒーロ号・タイセイアトム号・タータンフィールズ号・ブライティアアイ号・
ボーナスフィーバー号・マイティシルバー号・マルカアイチャン号・レソナル号



（１９京都１）第１日 １月６日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２７２，０９０，０００円
４，２００，０００円
１５，７７０，０００円
１，０８０，０００円
２，１７０，０００円
２９，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，８２７，０００円
５，１６０，０００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
４７８，９７４，０００円
５８８，１５６，６００円
７０７，９０４，５００円
３，２０２，０６５，１００円
２，１０３，７７８，３００円
６７１，４５１，７００円
３，１５９，２５５，３００円
４，１８６，０１２，１００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 １５，０９７，５９７，６００円

総入場人員 ３９，９０９名 （有料入場人員 ３９，１４０名）




