
０１００１ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第１競走 ��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１２ コロナグラフ 牡３鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８８－ ８１：５３．３ １．１�

２３ タガノクリスエス 牝３鹿 ５４
５３ ☆北村 友一八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０－ ６１：５３．８３ ５０．１�
１１ ソラメンテウナベス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ４９８－ ２１：５４．６５ １６．７�
４７ エーシンダボーブイ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １０．４�
７１３ ボクノタイヨウ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８４－ ８１：５５．３４ ２４．８�
６１２ ムーンライトミスト 牡３芦 ５６ 芹沢 純一�テシオ 矢作 芳人 門別 サンシャイン

牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ５８．０	
６１１ ベストグレイド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５０２－ ２１：５６．０４ ６９．３

２４ サクラグローリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 静内 谷岡牧場 ５００＋１０１：５６．３１� ８１．１�
５９ アイアングリーン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：５６．８３ １４９．７�
８１５ エーシンピーキング 牡３鹿 ５６ 松田 大作平井 宏承氏 中尾 秀正 様似 清水 誠一 ４８０－ ２１：５６．９� ２１３．２
４８ ナムラフューチャー 牡３鹿 ５６ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４６４－ ４１：５７．０� １２３．０�
５１０ メテオスクライドー 牡３鹿 ５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 中川 浩典 ５０８＋ ２１：５７．３２ ８３．９�
３６ メイショウロデム 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 和子氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４８０－ ２１：５７．８３ ２５７．６�
７１４ ジャングルゼット 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ４９８＋ ２１：５７．９� ８７．４�
３５ アグネスグリッター 牡３鹿 ５６ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４７６－ ４１：５８．６４ ５１．９�
８１６ キ ー ミ ヤ ビ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文北前孔一郎氏 大久保龍志 門別 大平ファーム ４８６－ ６２：０１．２大差 ３４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，２００，６００円 複勝： ７８，９２３，１００円 枠連： ２８，１３５，１００円

普通馬連： ９１，４０２，６００円 馬単： １１２，５０３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８６０，４００円

３連複： １４４，１３１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５２３，１５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � ６２０円 � ２５０円 枠 連（１－２） １，１９０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ３００円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３８２００６ 的中 � ２７５０１９（１番人気）
複勝票数 計 ７８９２３１ 的中 � ６０９５２８（１番人気）� ８９３８（７番人気）� ２８４４８（３番人気）
枠連票数 計 ２８１３５１ 的中 （１－２） １７４５９（６番人気）
普通馬連票数 計 ９１４０２６ 的中 �� ３７８０４（６番人気）
馬単票数 計１１２５０３４ 的中 �� ３７５４８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８６０４ 的中 �� ９２７５（６番人気）�� ２８２１２（２番人気）�� ２２５３（２７番人気）
３連複票数 計１４４１３１１ 的中 ��� ２７８０４（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１３．１―１３．２―１２．９―１２．８―１２．６―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．６―４９．８―１：０２．７―１：１５．５―１：２８．１―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コロナグラフ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．１２．８ 阪神２着

２００５．５．３生 牡３鹿 母 フラワーコロネット 母母 ダイナラセーヌ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスグリッター号・キーミヤビ号は，平成２０年２月５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 カンファーライズ号・プレーザキング号



０１００２ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

６１２� ギンザナイト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane
Farms, Inc. ４９０－ ８１：１３．１ ２．６�

２３ ディアアゲイン 牡３栗 ５６
５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４４６－ ２１：１３．６３ ８．５�

４７ テンシノボストン 牡３栗 ５６
５５ ☆中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 静内 友田牧場 ４７４＋ ２１：１３．９２ １２．７�

６１１ インターレース 牝３栗 ５４
５１ ▲田中 克典吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 有限会社

松田牧場 ４１４－ ６ 〃 ハナ ６７．６�
２４ マイネエスポワール 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４３６＋１０ 〃 アタマ ８．４�
８１６ クレアシオン 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤岡 康太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ８ 〃 アタマ １１１．９	
７１３ カワチノオジサン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠�グランプリ 加藤 征弘 静内 千代田牧場 ４９６＋１０１：１４．０クビ １２．６

４８ テイエムデスカイ 牡３鹿 ５６ 石橋 守竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４４４＋ ６１：１４．１� ３１．１�
１１ � スマートダイレクト 牡３鹿 ５６ 幸 英明大川 徹氏 飯田 雄三 米

Dan Considine
& Palumbo
Properties

４９４± ０１：１４．２� ４．１�
３５ ファイナルファイト 牡３栗 ５６

５３ ▲浜中 俊林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６４± ０１：１４．６２� ８．１
５９ デルマレグルス 牡３栗 ５６ 飯田 祐史浅沼 廣幸氏 飯田 明弘 門別 ファニーヒルファーム ４５０－ ２１：１４．７� ６３．２�
１２ スナークキャプテン 牡３青鹿５６ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新冠 オリエント牧場 ４３６＋ ４１：１５．１２� ６６．０�
５１０ ナンゴクコンバット 牡３栗 ５６ 上村 洋行渡 義光氏 武 宏平 青森 宮崎牧場 ４９０＋ ２１：１５．３１	 １０１．３�
３６ � エーシンシーエン 牡３栗 ５６

５３ ▲荻野 琢真平井 宏承氏 大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ４８０－ ６１：１５．７２� １９８．９�

７１４ パープルリッチ 牝３青 ５４ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４３２＋ ６１：１６．０２ ２８９．６�

８１５ カゼノオーラ 
３栗 ５６ 渡辺 薫彦岩� 正志氏 川村 禎彦 三石 村岡 農夫 ４６２－ ４１：１７．０６ ３４０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０７３，８００円 複勝： ２６，１６９，４００円 枠連： ２８，６４４，９００円

普通馬連： ９３，８２８，９００円 馬単： ８９，７０９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２９１，７００円

３連複： １３４，５４５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１８，２６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ３００円 枠 連（２－６） ５５０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ７５０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０７３８ 的中 � ５８９９３（１番人気）
複勝票数 計 ２６１６９４ 的中 � ７１３５９（１番人気）� ３３４８９（３番人気）� １７２６０（６番人気）
枠連票数 計 ２８６４４９ 的中 （２－６） ３８８２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ９３８２８９ 的中 �� ７０７９２（２番人気）
馬単票数 計 ８９７０９７ 的中 �� ４４９３１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２９１７ 的中 �� １９０３８（２番人気）�� ８４１６（１０番人気）�� ４２９７（１５番人気）
３連複票数 計１３４５４５６ 的中 ��� ２４２４４（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１１．９―１２．２―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．２―３６．１―４８．３―１：００．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
３ ・（５，８）（１，３，１１）（１０，１２）（７，４）１３（９，１６）６，１４（２，１５） ４ ・（５，８）（１，３，１１，１２）（７，４，１３）１６（９，１０）－（６，１４）（２，１５）

勝馬の
紹 介

�ギンザナイト �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Secret Hello デビュー ２００７．１１．３ 東京２着

２００５．３．１８生 牡３栗 母 Silent Greeting 母母 Speak Straight 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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ファイナルパンチ号
（非抽選馬） ３頭 コンゴウマイヒメ号・ジエクストリーム号・ドゥーエン号



０１００３ １月５日 晴 良 （２０京都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

４７ ローズカットダイヤ 牝３栗 ５４
５１ ▲藤岡 康太�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：２６．０ ５．８�

８１６ オールタイムベスト 牝３青鹿５４ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４７２ ― 〃 クビ ２．７�
３５ トーセンベルファム 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：２７．１７ ３．０�
３６ エ シ ャ ペ 牝３芦 ５４ 小原 義之�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４７８ ―１：２７．２� ３９．８�
２３ コ ム ハ ニ ー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 早来 ノーザンファーム ４１４ ―１：２７．３クビ ２６．３�
１２ テ レ パ シ ー 牝３鹿 ５４ 幸 英明栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４４４ ― 〃 ハナ １８．０	
４８ ト シ ア ツ キ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠上村 叶氏 藤沢 則雄 浦河 浦河小林牧場 ４２８ ― 〃 クビ ８．４

５９ サザンヒルズ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎後藤 繁樹氏 飯田 雄三 三石 ヒサイファーム ４４４ ―１：２７．９３� １９．２�
８１５ ハッピーセブン 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典林 �一氏 田所 清広 静内 今 牧場 ４４０ ―１：２８．１１� １４２．５�
７１３ ホシノクレオパトラ 牝３青鹿５４ 太宰 啓介星野初太郎氏 本田 優 静内 寺越 政幸 ４８２ ―１：２８．３１� ５７．９
６１２ ビリーヴインタイム 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４７２ ―１：２８．８３ １１９．０�
７１４ イズミハーバー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦北村実地子氏 大橋 勇樹 三石 タガミファーム ４５８ ―１：２８．９� １３７．１�
５１０ キドニーグリル 牝３芦 ５４ 和田 竜二古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 前川 正美 ４７４ ―１：２９．０� ４０．４�
６１１ メイショウリビエラ 牝３鹿 ５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４９０ ―１：２９．７４ ５１．２�
２４ コウショウテンシ 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４１８ ―１：３０．５５ １０１．９�

（１５頭）
１１ ス ワ ン 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ― ― （出走取消）

（サルガヴォー）

売 得 金

単勝： ２０，１９８，６００円 複勝： ２５，９０２，１００円 枠連： ２８，３９４，３００円

普通馬連： ８４，３５０，６００円 馬単： ８６，７７７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３６１，９００円

３連複： １２６，１９６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９６，１８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（４－８） ５２０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ３００円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０１９８６ 的中 � ２７７１５（３番人気）
複勝票数 計 ２５９０２１ 的中 � ３４４１７（３番人気）� ６９７０８（１番人気）� ６１９２８（２番人気）
枠連票数 計 ２８３９４３ 的中 （４－８） ４１００６（２番人気）
普通馬連票数 計 ８４３５０６ 的中 �� ６１０５１（３番人気）
馬単票数 計 ８６７７７５ 的中 �� ２８１０３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３６１９ 的中 �� １４２６３（３番人気）�� １８７５９（２番人気）�� ４１３１８（１番人気）
３連複票数 計１２６１９６３ 的中 ��� １１５４１３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．５―３５．８―４８．５―１：０１．０―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズカットダイヤ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ドクターデヴィアス 初出走

２００５．２．１２生 牝３栗 母 ダイヤモンドジェム 母母 ブリリアントカット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 スワン号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 ビリーヴインタイム号の騎手長谷川浩大は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金１０，０００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 エーシンカウンター号・ツルマルクリス号・ラケナリア号・ロングオーカ号・ワイルドアフリカ号



０１００４ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

３５ � シルクビッグタイム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠有限会社シルク久保田貴士 米 Polo Green
Stable ４９０－ ４１：２４．０ １．５�

３６ エイシンパンサー 牝３鹿 ５４ 武 豊平井 豊光氏 平田 修 浦河 高野牧場 ４４６＋ ４１：２４．７４ ４．４�
８１５ サマーファインデイ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤岡 康太セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４６４± ０１：２４．９１ １７．１�
１２ � エーシンカマンダー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４８４－ ４ 〃 ハナ １１．２�
７１３ ロールオブザダイス 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：２５．０� １４．１�
６１２ セイカアレグロ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ７７．０�
５９ セッカチセージ 牡３鹿 ５６ 幸 英明松田 整二氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５４０－ ６１：２５．１クビ ６０．７	
４８ クリールパッション 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４５６－１２１：２５．５２� ３９．８

２４ ルティラーレ 牡３栗 ５６ 川島 信二岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４６４± ０ 〃 クビ １１３．２�
７１４ ヨ ク バ リ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４５８－１０１：２６．２４ ５６．３�
２３ ウィッシュアウェイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４９４－ ４ 〃 アタマ ８１．３

８１６ ウォーターリング 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲浜中 俊山岡 正人氏 武 邦彦 門別 豊洋牧場 ４３６＋ ８１：２６．３� １６７．９�

５１０ パワーウェーブ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４６０＋ ４１：２７．０４ ２７７．６�
１１ 	 チェイリュイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 友則村田 裕子氏 井上 孝彦 三石 森 俊雄 ４２８－ ５１：２７．１� １１０．５�

（笠松） （笠松）

４７ ステルスワン 牡３鹿 ５６ 柴原 央明長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４６８＋ ６１：２７．３１� １７９．１�
６１１ パナマックス 牝３芦 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ４１：２８．０４ ３２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，４９１，０００円 複勝： ５７，９３７，０００円 枠連： ３２，０５２，７００円

普通馬連： １１７，７２９，６００円 馬単： １３５，３０９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７８４，２００円

３連複： １８４，５６１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６０２，８６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（３－３） ３６０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３５０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６４９１０ 的中 � １９３７４２（１番人気）
複勝票数 計 ５７９３７０ 的中 � ３４７３７６（１番人気）� ６６７６１（２番人気）� ２７９５７（５番人気）
枠連票数 計 ３２０５２７ 的中 （３－３） ６７４１４（１番人気）
普通馬連票数 計１１７７２９６ 的中 �� ２５９２３３（１番人気）
馬単票数 計１３５３０９８ 的中 �� １９０５３６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７８４２ 的中 �� ７６５７２（１番人気）�� ２４７７１（３番人気）�� １０４９７（８番人気）
３連複票数 計１８４５６１１ 的中 ��� ９７６８９（３番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１１．９―１２．５―１２．２―１２．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．９―３４．８―４７．３―５９．５―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シルクビッグタイム �
�
父 Deputy Minister �

�
母父 Mining デビュー ２００７．１２．１６ 阪神１着

２００５．３．２１生 牡３鹿 母 Hello Rachel 母母 One Smart Lady ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 ルティラーレ号の騎手川島信二は，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３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 オーサンイチバン号・カネトシトレンド号・コスモサレオス号・シルクレセプション号・シークエスト号・

タマモアスリート号・タマモクリエイト号・トップコマチ号・ドリームクラウン号・ナムラウィッシュ号・
ナンヨーリバー号・ノーブルマン号・ハンターキリシマ号・ハーバークイーン号・ピエナエイム号・
ヒシミッション号・ヒュームウッド号・マルブツキング号

※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。



０１００５ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ アインラクス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 静内 矢野牧場 ４６２－ ２１：４９．７ ２．４�

７１４ ブーケフレグランス 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２２± ０１：４９．９１� ４．１�
５１０ メジロドリゼラ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 ４６４－ ６１：５０．０� １８．２�
６１１ シングルショット 牡３青 ５６ 池添 謙一深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５００－ ４１：５０．２１� ５．８�
１２ アドマイヤソーラー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 ５３２＋ ４１：５０．４１� １６．５�
３６ ゴルディオス 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：５０．６１� １７．９�
３５ シンデレラロマンス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：５０．７� ４２．７	
８１６ マイネルインゼル 牡３栗 ５６

５３ ▲藤岡 康太 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ３３．７�

４８ 	 ドリームストライド 牡３鹿 ５６ 武 豊セゾンレースホース
 飯田 雄三 英 Cheveley Park
Stud Ltd ４９２＋ ２１：５０．９１ ６．９�

５９ ウォーターセレネ 牝３栃栗５４ 長谷川浩大山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４２６－ ４ 〃 ハナ １２６．７
２４ メイショウデイジー 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４２０－ ２１：５１．１１� ２２３．９�
７１３ ハーマジェスティ 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４７４－ ６１：５１．２� ７１．０�

１１ アグネスラナップ 牡３青 ５６ 上村 洋行渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４９２＋ ６１：５１．４１� ４２．９�
８１５ トーワミラクル 牡３鹿 ５６

５５ ☆中村 将之齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４３０－ ４１：５１．７２ ２３９．４�
６１２ ロングココロ 牝３芦 ５４

５１ ▲田村 太雅中井 敏雄氏 佐山 優 門別 天羽牧場 ４２０－ ４１：５１．８� ４８４．０�
２３ シゲルチニカ 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智森中 蕃氏 服部 利之 新冠 新冠橋本牧場 ４１６－１０１：５１．９� ３２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７５９，３００円 複勝： ３７，９１１，０００円 枠連： ３４，１９４，７００円

普通馬連： １１３，８３６，２００円 馬単： １１７，３２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６４３，９００円

３連複： １７４，８７２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５３８，５３８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（４－７） ３６０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ７６０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７７５９３ 的中 � ９１４４９（１番人気）
複勝票数 計 ３７９１１０ 的中 � １１８３１３（１番人気）� ６５０９５（２番人気）� １９７１２（６番人気）
枠連票数 計 ３４１９４７ 的中 （４－７） ７１２２８（１番人気）
普通馬連票数 計１１３８３６２ 的中 �� １４１３６０（１番人気）
馬単票数 計１１７３２０１ 的中 �� ８６３２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６４３９ 的中 �� ３４６７５（２番人気）�� １００１５（８番人気）�� ５６０９（１３番人気）
３連複票数 計１７４８７２９ 的中 ��� ４６１８０（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１２．０―１２．５―１３．４―１２．８―１１．８―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３６．１―４８．６―１：０２．０―１：１４．８―１：２６．６―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３４．９
３ １６，１４（６，８，１１）（１，７，１５）５（２，１３，１０）（４，９）（３，１２） ４ １６（１４，１１）（６，８，７）１５（１，５，１０）（２，９）１３，４－（３，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アインラクス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１２．１６ 阪神２着

２００５．２．１５生 牡３鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミラクルシャトー号
（非抽選馬） ５頭 オースミターゲット号・スリーマーチャン号・ディアプリンシパル号・ナムラランランラン号・ニネッタ号



０１００６ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３６ ワンダーグラス 牝５鹿 ５５
５２ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５０８－ ８１：１３．０ ２８．４�

４７ � バリバリセレブ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一 �ゴールドレーシング 森 秀行 門別 豊郷牧場 ４７０－ ７ 〃 クビ １０．３�
１１ スズカデヒア 牡６栗 ５７

５６ ☆北村 友一永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ５１６＋ ４１：１３．２１� ４．８�
７１３ ヴァイスハイト 牝４青鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：１３．３	 ４．４�
１２ サンタナイト 牡４鹿 ５６ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４８２＋ ６１：１３．４クビ ３９．０�
８１５
 ヒシインペリアル 牡４鹿 ５６ 石橋 守阿部雅一郎氏 河内 洋 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ５００＋ ４ 〃 クビ １９．６	
４８ � フジヤマロマン 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介藤本 龍也氏 小崎 憲 三石 仲野牧場 ４７６＋ ２１：１３．５� １１．５

５１０ トップオブバイオ 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆中村 将之バイオ� 領家 政蔵 平取 清水牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ５２．７�
２３ スニーカーブルース 牡４鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真青山 洋一氏 平田 修 静内 千代田牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ １６．０�
７１４ ラスカルデューク 牡５鹿 ５７ 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３８－ ４１：１３．６� ６．６
２４ メイショウハナミチ 牡４栗 ５６

５３ ▲藤岡 康太松本 好雄氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４４８± ０１：１３．７クビ １１３．１�
３５ ウォーターポロ 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典山岡 良一氏 岡田 稲男 門別 日高大洋牧場 ４７４＋１０１：１３．８	 ４６．１�
５９ オーメドック 牡５黒鹿５７ 角田 晃一徳沢 英哲氏 柴田 政見 青森 山内 農場 ４７４± ０１：１３．９� ５９．４�
６１１ ク ロ ズ キ ン 牡５鹿 ５７ 幸 英明小川 洋氏 石坂 正 門別 加藤牧場 ５１２＋１０１：１４．１１� １４．８�
８１６ アルーリングライン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４１：１５．０５ １７．９�
６１２ ケイティラブ 牝４栗 ５４ 野元 昭嘉瀧本 和義氏 野元 昭 浦河 永田 克之 ４７８－ ８ 〃 クビ ７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３７７，８００円 複勝： ３１，９０３，４００円 枠連： ４２，６８７，９００円

普通馬連： １３０，２８０，６００円 馬単： ９７，２２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３６８，２００円

３連複： １８９，１３４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５４６，９７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８４０円 複 勝 � ７７０円 � ４１０円 � １９０円 枠 連（３－４） ４，９４０円

普通馬連 �� １２，５８０円 馬 単 �� ２６，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２９０円 �� ２，０８０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ２５，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３７７８ 的中 � ６２２４（１１番人気）
複勝票数 計 ３１９０３４ 的中 � ９０３９（１２番人気）� １９０５９（７番人気）� ５６８９１（１番人気）
枠連票数 計 ４２６８７９ 的中 （３－４） ６３８６（２１番人気）
普通馬連票数 計１３０２８０６ 的中 �� ７６４７（５０番人気）
馬単票数 計 ９７２２３５ 的中 �� ２６７１（１０３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３６８２ 的中 �� １８６９（５８番人気）�� ３９４４（２６番人気）�� ７７９２（７番人気）
３連複票数 計１８９１３４２ 的中 ��� ５４０８（９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．１―１２．２―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．９―３６．０―４８．２―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーグラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２００５．１０．１５ 京都１２着

２００３．４．１０生 牝５鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone １７戦２勝 賞金 ２４，６３０，０００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 カシノダンク号



０１００７ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

４８ � ヒシウィンザー 牡４鹿 ５６
５３ ▲浜中 俊阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe B４７８＋ ２１：５２．８ ２５．８�

７１４� ダブルダンスシチー 牡４栗 ５６ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 米 Chad
Schumer ４９０＋ ２ 〃 クビ ３７．７�

１１ � アグネストップ 牡４黒鹿５６ 和田 竜二渡辺 孝男氏 宮本 博 米 Douglas
Arnold ４７６± ０ 〃 ハナ １０．０�

８１５ ゼットコマンダー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４７０－ ６１：５２．９� １１．３�
５１０ キャプテンベガ 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４３４－１２１：５３．３２	 １．５�
６１２ シルクロックスター 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎有限会社シルク加用 正 新冠 石田牧場 ４４６± ０１：５３．４� ８８．１	
３５ ウエスタンホーク 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆中村 将之西川 賢氏 橋本 寿正 静内 北西牧場 ４０８－ ６ 〃 ハナ １９１．７

４７ 
 セフティートキメキ 牡５鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４６０＋ ２１：５３．７２ １６３．６�
６１１ スピードウエル 牡４鹿 ５６ 武 英智冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋１８ 〃 アタマ ２６０．０�
２３ バンブーワールド 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５３２± ０ 〃 アタマ ２３．４
２４ 
 ヒルクライム �５黒鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ８１：５４．０１� ２６２．６�
１２ パープルアカデミー 牡４青鹿５６ 幸 英明中野 銀十氏 飯田 雄三 鵡川 清野 薫 ４６０＋１８ 〃 ハナ １５．１�
７１３ ニシオハンセル 牡４栗 ５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ８８．９�
３６ ウインスペンサー 牡４黒鹿５６ 武 豊�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５２４＋２４１：５６．４大差 １０．０�
８１６� フィールドウイナー 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５３０＋ ４１：５８．３大差 １２．３�

（１５頭）
５９ 
 チアズベジータ 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠北村キヨ子氏 矢作 芳人 鵡川 木下 勉 ４６６＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４６，９８２，３００円 複勝： ６５，７１２，１００円 枠連： ４１，５０８，３００円

普通馬連： １４８，５７９，１００円 馬単： １６５，６６５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，５９８，２００円

３連複： ２１３，１７１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ７２３，２１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５８０円 複 勝 � ８５０円 � １，１２０円 � ３５０円 枠 連（４－７） １５，６００円

普通馬連 �� ３４，８４０円 馬 単 �� ８９，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１９０円 �� １，９８０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� ６５，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ４６９８２３（返還計 ３３３０） 的中 � １４３７１（８番人気）
複勝票数 差引計 ６５７１２１（返還計 ３３０６） 的中 � １９５１１（８番人気）� １４４１７（９番人気）� ５５９３９（２番人気）
枠連票数 差引計 ４１５０８３（返還計 ５３５２） 的中 （４－７） １９６４（２６番人気）
普通馬連票数 差引計１４８５７９１（返還計 ３１５７６） 的中 �� ３１４８（５０番人気）
馬単票数 差引計１６５６６５８（返還計 ３４５７４） 的中 �� １３７３（９５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４１５９８２（返還計 １２２０２） 的中 �� １９４７（４０番人気）�� ５２２４（２２番人気）�� ４２１６（２９番人気）
３連複票数 差引計２１３１７１２（返還計 ８５７７５） 的中 ��� ２３９３（１１６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１２．３―１２．５―１３．３―１２．９―１２．７―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．５―３５．８―４８．３―１：０１．６―１：１４．５―１：２７．２―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３

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

２
４

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

�ヒシウィンザー �
�
父 Singspiel �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００６．１２．２４ 阪神４着

２００４．３．６生 牡４鹿 母 Hishi Lover 母母 Nijinsky’s Lover １２戦２勝 賞金 １７，５５０，０００円
〔競走除外〕 チアズベジータ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右臀部打撲傷〕を発症したため競走除外。

発走時刻７分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 チアズベジータ号は，平成２０年１月６日から平成２０年２月４日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィールドウイナー号は，平成２０年２月５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） １頭 エイシンランシング号
（非抽選馬） ２頭 サーユウジーン号・シーローレル号



０１００８ １月５日 晴 良 （２０京都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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２３ オネストジョン 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５３０＋ ２１：２３．４ ４．３�

４８ � スティリスタ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Heiligbrodt
Racing Stable ５１２＋１０１：２３．５� ７．１�

２４ メイショウカルド 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 太陽牧場 ４９６＋ ２１：２３．６� ３３．５�
７１４ ロードクルーザー 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５２２＋２４１：２４．１３ ３９．８�
３６ ポ ー ト ラ ヴ 牡４栗 ５６

５５ ☆北村 友一水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５４６－ ２１：２４．２	 １７．３�
４７ メイショウヨシヒサ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一松本 好�氏 武 邦彦 浦河 信岡牧場 ４７０－ ２１：２４．３	 ８．８	
５９ ナックルパート 牡４鹿 ５６ 武 豊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５１８＋１８ 〃 クビ ５．９

１１ � レッドキャタピラー 牡４黒鹿５６ 池添 謙一 �エクセルマネジメント清水 出美 米 Diamond A

Racing Corp. ５２６－１２１：２４．７２	 ４．０�
８１５ テンザンモビール 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９８＋ ６１：２４．９１ ７．１
５１０� アグネスカルミア 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲浜中 俊渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４８４＋ ２１：２５．０	 １３８．２�
６１２ ランドベスト 牡６栗 ５７

５６ ☆中村 将之木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ９７．６�
１２ タケイチマサル 牡８鹿 ５７ 高田 潤竹中 健一氏 福島 信晴 三石 前川 達哉 ４９８＋ ２１：２５．１� ２９４．８�
３５ シンキッカー 牡６鹿 ５７

５４ ▲大下 智星野 壽市氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４９６＋ ２１：２５．２クビ １８３．５�
６１１ タイキフェアレディ 牝６黒鹿５５ 岩田 康誠�大樹ファーム 藤沢 則雄 大樹 大樹ファーム ５４８＋ ８１：２５．４１	 １９．３�
７１３� ブ イ ト ー ル 牡５栗 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 清水 出美 米 Curtis C.

Green ５２６＋ ２１：２６．２５ ８０．６�
８１６ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 生野 賢一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５５２＋ ６１：２７．９大差 １３７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，７７５，８００円 複勝： ５４，０７０，０００円 枠連： ４２，８５５，２００円

普通馬連： １９３，７７３，１００円 馬単： １４９，１１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，２９４，１００円

３連複： ２５０，０７２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ７７１，９５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ９１０円 枠 連（２－４） ７８０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２，４１０円 �� ３，４６０円

３ 連 複 ��� １６，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３７７５８ 的中 � ６３３６３（２番人気）
複勝票数 計 ５４０７００ 的中 � ９６８７５（２番人気）� ６４９５９（４番人気）� １１９３４（９番人気）
枠連票数 計 ４２８５５２ 的中 （２－４） ４０８１８（１番人気）
普通馬連票数 計１９３７７３１ 的中 �� １００８００（５番人気）
馬単票数 計１４９１１０３ 的中 �� ４４２４４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８２９４１ 的中 �� ２３７７９（６番人気）�� ４７６７（２６番人気）�� ３２８２（３３番人気）
３連複票数 計２５００７２３ 的中 ��� １１１８０（５０番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．１―１１．７―１２．０―１２．０―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２３．０―３４．７―４６．７―５８．７―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オネストジョン �
�
父 エイシンダンカーク �

�
母父 トウホーカムリ デビュー ２００６．１２．２３ 中京６着

２００４．５．２４生 牡４鹿 母 ハウンドトゥース 母母 ジーエムダイヤ １４戦３勝 賞金 ３７，２４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時００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３７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３７頭 アインカチヌキ号・アグネスハッピー号・アグネスボゾン号・アタゴビッグマン号・アドマイヤイチ号・

アドマイヤリバティ号・アルヴィス号・ウィズインシーズ号・ウイングビート号・ウインサウザー号・
ウエスタンダンサー号・サンエムワールド号・サンダルフォン号・サンレイラピッヅ号・ショウナンアクト号・
スナークハーバー号・セトノヒット号・ダノンシャトル号・テイエムオーディン号・ナムラアトランテス号・
ナリタダンディ号・バトルサクヤビメ号・ハードリレー号・ピサノベガス号・ファインスティール号・
フェザーウイング号・フォルテピアノ号・ブルーベレッタ号・ヘラクレスバイオ号・ホワイトペッパー号・
マルカラボンバ号・マルサンテクニカル号・マルブツランナー号・メガリス号・メディアミックス号・
ユーセイハヤトオー号・ライジンオー号



０１００９ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第９競走 ��
��１，２００�

はつゆめ

初夢ステークス
発走１４時３０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

８１５ レキシントンシチー 牡５鹿 ５７ 武 豊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４９８＋ ２１：１０．８ ２．５�

２３ カシノエスケイプ 牝５栗 ５５ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０２＋ ２１：１１．１２ ２４．０�
７１３ ナリタジューン 牝５青鹿５５ 安藤 勝己�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４５２＋ ８１：１１．３１� ４．７�
３６ � ウォーターバロン 牡７黒鹿５７ 野元 昭嘉山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５１４－ ４１：１１．４	 ６０．５�
３５ 
 スターオブニルス 牡８栗 ５７ 秋山真一郎 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 村下牧場 B５１４＋ ４１：１１．５クビ ４９．６�
８１６� ガ ブ リ ン 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７８＋ ２１：１１．６� ５．２	
１１ � セイウンプレジャー 牡６鹿 ５７ 船曳 文士西山 茂行氏 宮本 博 米

Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

５０６± ０ 〃 アタマ １７．６

７１４ タータンフィールズ 牡６鹿 ５７ 角田 晃一後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４７８－ ２１：１１．７クビ ２７．１�
５１０ ワーキングボーイ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ １１．４�
６１２ サクラオリオン 牡６黒鹿５７ 内田 浩一�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７４± ０１：１１．８クビ ５１．７
４８ ケアレスウィスパー 牝４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 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ８２．６�
２４ リーディングエッジ 牡８鹿 ５７ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５１６± ０１：１２．４３	 ２０７．５�
４７ アドマイヤヘッド 牡４芦 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 B４８２＋１０１：１２．５� ２１．３�
１２ プリンスコウベ 牡７芦 ５７ 石橋 守渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５２０＋ ６１：１２．７１ １６６．７�
５９ ステラディクオーレ 牡５青鹿５７ 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３８－ ６１：１２．８	 ３７．６�
６１１ テイエムノブシオー 牡５栗 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 丸幸小林牧場 B５１４＋ ４ 〃 同着 １５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４１０，０００円 複勝： ６３，３０２，３００円 枠連： ５５，７１７，２００円

普通馬連： ２２７，７１１，０００円 馬単： １４９，１１８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，６００，８００円

３連複： ２３１，０７１，１００円 ３連単： ５５６，４９７，６００円 計： １，３８１，４２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ４１０円 � １４０円 枠 連（２－８） １，８８０円

普通馬連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ３，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ２３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� １３，４００円

票 数

単勝票数 計 ４０４１００ 的中 � １３２４８１（１番人気）
複勝票数 計 ６３３０２３ 的中 � １８４５１３（１番人気）� ２４８９９（７番人気）� １３３１４５（２番人気）
枠連票数 計 ５５７１７２ 的中 （２－８） ２１９３９（８番人気）
普通馬連票数 計２２７７１１０ 的中 �� ６５９８５（９番人気）
馬単票数 計１４９１１８３ 的中 �� ３３１５２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７６００８ 的中 �� １３６２６（１０番人気）�� ７６９５２（１番人気）�� １４９６４（９番人気）
３連複票数 計２３１０７１１ 的中 ��� ７３３８９（４番人気）
３連単票数 計５５６４９７６ 的中 ��� ３０６５４（２７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１１．８―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．５―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レキシントンシチー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Wild Again デビュー ２００６．６．１１ 中京８着

２００３．１．１１生 牡５鹿 母 ラッキーパートナー 母母 Pamusi １１戦５勝 賞金 ７３，６９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２９頭 アイアムアドーター号・アグネストラベル号・アドマイヤキラメキ号・アポインテッドボブ号・

アントニオマグナム号・ウォーターオーレ号・グランプリオーロラ号・グリーンアラモード号・
ゲイリースノーマン号・ゴッドヘイロー号・サテライトキャノン号・サワノブレイブ号・サンキンバスター号・
セトノシェーバー号・センターバシレウス号・ゼンノパルテノン号・タバスコムスメ号・チョウカイシャトル号・
ノーザンキッズ号・ピサノヘネシー号・ヒシアスペン号・ビッグアラミス号・プリュネル号・ヘイローフジ号・
ベリーベリナイス号・メイショウディオ号・メジロモーガン号・リーサムウェポン号・レソナル号



０１０１０ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第１０競走 ��
��３，０００�

まんよう

万葉ステークス
発走１５時０５分 （芝・右・外）

４歳以上，１９．１．６以降１９．１２．２３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 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：０２．７
３：０２．５

良

良

４６ トウカイトリック 牡６鹿 ５８ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４４６＋ ６３：０７．６ ２．９�

３４ ダークメッセージ 牡５栃栗５５ 武 豊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４８４± ０ 〃 クビ ６．１�
７１１ アドマイヤモナーク 牡７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 ４７０＋ ４３：０７．７クビ ３．４�
２２ トウショウパワーズ 牡６鹿 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 ４６２－ ２３：０７．８� １４．９�
７１２ メトロシュタイン 牡４青鹿５１ 北村 友一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ １０．３�
５８ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５２ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２８＋ ２３：０７．９クビ ２０．７	
４５ ペガサスファイト 牡６鹿 ５４ 福永 祐一�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５２６－ ２３：０８．２２ ２１．１

８１３ テイエムプリキュア 牝５黒鹿５０ 酒井 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４９８＋ ４３：０８．５２ ６３．７�
１１ マルカハンニバル 牡４黒鹿５１ 藤岡 康太河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６３：０８．６� ２０．９�
８１４ ブリットレーン 牡９黒鹿４９ 生野 賢一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ４９６＋１０３：０８．９２ ２１０．６
５７ リキアイサイレンス 牡７鹿 ５３ 和田 竜二高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B５０８＋１４３：０９．０クビ ３２．０�
３３ モ チ 牡４青鹿５２ 柴原 央明小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５０２＋ ２３：０９．７４ ２９．０�
６９ トロフィーディール 牡５鹿 ５２ 藤田 伸二青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４７６＋ ４３：０９．８クビ １７．４�

（１３頭）
６１０� パープルファルコン 牡８鹿 ５１ 中村 将之中野 銀十氏 境 直行 浦河 山口 義彦 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５１，６４６，９００円 複勝： ７２，２７０，６００円 枠連： ５９，２７９，０００円

普通馬連： ３１５，０４５，７００円 馬単： １９５，４５６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，６７８，３００円

３連複： ３２２，５９４，１００円 ３連単： ７５９，３５５，４００円 計： １，８５０，３２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（３－４） ７４０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ３，８１０円

票 数

単勝票数 差引計 ５１６４６９（返還計 ５０） 的中 � １４２１１１（１番人気）
複勝票数 差引計 ７２２７０６（返還計 １０５） 的中 � １８５３９５（１番人気）� ９５８３９（３番人気）� １６７３２４（２番人気）
枠連票数 差引計 ５９２７９０（返還計 ３ ） 的中 （３－４） ５９５６０（３番人気）
普通馬連票数 差引計３１５０４５７（返還計 ９８７） 的中 �� ２６０１０６（２番人気）
馬単票数 差引計１９５４５６８（返還計 ３８６） 的中 �� ９４０６０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７４６７８３（返還計 ２９６） 的中 �� ４９２０７（２番人気）�� １３７４７３（１番人気）�� ４５６４７（３番人気）
３連複票数 差引計３２２５９４１（返還計 ２０３０） 的中 ��� ３３９１５５（１番人気）
３連単票数 差引計７５９３５５４（返還計 ４９１４） 的中 ��� １４７２８７（３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．３―１２．５―１２．７―１２．６―１２．４―１３．２―１３．４―１３．１―１３．０―１２．７―１１．８―１１．４―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．２―２５．５―３８．０―５０．７―１：０３．３―１：１５．７―１：２８．９―１：４２．３―１：５５．４―２：０８．４―２：２１．１―２：３２．９

２，６００� ２，８００�
―２：４４．３―２：５５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイトリック �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００４．８．２２ 小倉１着

２００２．２．２６生 牡６鹿 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America ２８戦６勝 賞金 ３１０，２１３，０００円
〔出走取消〕 パープルファルコン号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
※モチ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０１１ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第４６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，１９．１．６以降１９．１２．２３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 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００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

５９ エイシンデピュティ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９６－ ２１：３３．６ ７．３�

８１６ アドマイヤオーラ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ２．８�
５１０ カネトシツヨシオー 牡５鹿 ５５ 幸 英明兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：３３．７クビ ３１．７�
６１２ サクラメガワンダー 牡５栗 ５７．５ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４８６＋ ４１：３４．０２ ７．５�
６１１ フィールドベアー 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：３４．２１ ４８．５�
１２ ナスノストローク 牡７栗 ５４ 赤木高太郎�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５３０＋ ８ 〃 クビ １２２．９	
３６ � エイシンドーバー 牡６栗 ５８ 藤岡 佑介平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４６４＋ ２ 〃 ハナ １４．４

４７ タマモホットプレイ 牡７栗 ５６ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８６＋ ２１：３４．３� ８４．５�
７１３ ア ル ビ レ オ 牡８鹿 ５４ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 白井 寿昭 白老 白老ファーム ４９０－ ４ 〃 クビ １５８．９
４８ � キンシャサノキセキ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４９２＋ ６ 〃 ハナ ５．１�
３５ サイレントディール 牡８栗 ５５ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２８± ０１：３４．４クビ ９８．６�
８１５ リキッドノーツ 牡７黒鹿５５ 上村 洋行臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５１４＋ ６１：３４．６１� ４８．１�
２４ ディアデラノビア 牝６栗 ５６．５ 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 ４３４± ０ 〃 アタマ １０．４�
１１ オースミダイドウ 牡４青 ５５ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ５２２＋１２１：３５．１３ ２２．１�
２３ クランエンブレム 牡４鹿 ５３ 四位 洋文 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：３５．７３� ２１．６�
７１４ セフティーエンペラ �９栗 ５３ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４５６± ０１：３６．７６ ２４６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１０，５１６，０００円 複勝： ２４８，２６７，７００円 枠連： ２８１，９９３，５００円

普通馬連： １，６３８，３５９，４００円 馬単： ８９６，６０５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９７，８３７，６００円

３連複： １，５２３，７８４，６００円 ３連単： ３，４３０，２００，５００円 計： ８，５２７，５６４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ６１０円 枠 連（５－８） ８２０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２，３８０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ９，７８０円 ３ 連 単 ��� ４９，３１０円

票 数

単勝票数 計２１０５１６０ 的中 � ２４３２６１（３番人気）
複勝票数 計２４８２６７７ 的中 � ３４１９４７（３番人気）� ６２６４６６（１番人気）� ８２２７８（８番人気）
枠連票数 計２８１９９３５ 的中 （５－８） ２７１７９９（１番人気）
普通馬連票数 計１６３８３５９４ 的中 �� １３３３８６０（２番人気）
馬単票数 計８９６６０５４ 的中 �� ２８００５８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２９７８３７６ 的中 �� ２２２３６０（２番人気）�� ３０８１４（２７番人気）�� ４５３１５（１７番人気）
３連複票数 計１５２３７８４６ 的中 ��� １２２８１０（２７番人気）
３連単票数 計３４３０２００５ 的中 ��� ５４８０９（１４３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．４―１２．３―１１．４―１１．３―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．３―４７．６―５９．０―１：１０．３―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．６
３ １（９，８）（２，３）（１２，１５）（４，６）（１１，１４）（７，１６）（１０，１３）－５ ４ ・（１，８）（９，１２）（２，３）１５（４，６，１１）（７，１０，１６）（１４，１３）－５

勝馬の
紹 介

エイシンデピュティ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．４．２４ 京都４着

２００２．４．９生 牡６栗 母 エイシンマッカレン 母母 Ladanum ２３戦８勝 賞金 ２１４，４８３，０００円
※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 コスモラブシック号・スクールボーイ号・スターイレブン号・ステキシンスケクン号・トールハンマー号・

ファイングレイン号・マイネルハーティー号・マヤノライジン号・ワイルドスナイパー号



０１０１２ １月５日 晴 良 （２０京都１）第１日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

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

１：３２．１
１：３１．５

良

良

１１ ケ イ ア ー ス 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４１：３５．８ ３．７�

７１３ ジャングルテクノ 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４５２－ ４１：３６．０１� ７．６�
１２ シャイニングアレキ 牝７青鹿５５ 藤岡 佑介市川 義美氏 池江 泰郎 千歳 社台ファーム ４５２－ ２ 〃 アタマ ５１．１�
３５ � ウイニングザバロン 牡８黒鹿５７ 渡辺 薫彦早川 澄雄氏 沖 芳夫 白老 白老ファーム ４５８＋２２ 〃 ハナ １５６．４�
４８ ワンマンシャチョウ 牡７栗 ５７ 石橋 守 �ミキハウスHKサービス 池江 泰郎 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７６＋１０ 〃 ハナ １１．６�
２４ トレノジュビリー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４６４± ０１：３６．１クビ １４．７	
６１１ マイネルソリスト 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５３０－ ２ 〃 クビ ３．０

４７ ディープスピリット 牡４鹿 ５６ 池添 謙一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４４８＋ ４１：３６．２クビ ７．６�
６１２ キングオブロマネ 牡４黒鹿５６ 太宰 啓介嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５００＋１２１：３６．３� ４９．１�
８１６ タムロスターディ 牡５鹿 ５７ 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 静内 高橋 誠次 B４５８＋ ２ 〃 クビ ６２．３
２３ タケイチゼット 牝４栗 ５４ 和田 竜二竹中 健一氏 福島 信晴 浦河 大西牧場 ４７４＋１０１：３６．４� １２．３�
８１５ トッケンショウブ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆中村 将之小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５２０＋ ４ 〃 ハナ ５４．８�
３６ スリースピニング �７鹿 ５７ 上村 洋行永井商事� 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 ４４８＋ ２１：３６．５� ４２．１�
７１４ アマノトレンディー 牡５栗 ５７ 赤木高太郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 門別 法理牧場 ４７８－ ４１：３６．６� ３１．０�
５１０ テンザンアモーレ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲藤岡 康太平野 澄江氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４５４＋１２１：３６．９２ １１５．７�
５９ グレイシアブルー 牝６青鹿５５ 角田 晃一吉田 勝己氏 庄野 靖志 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：３８．０７ ９８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，２２１，１００円 複勝： ７８，３０９，２００円 枠連： １０１，０９６，１００円

普通馬連： ３８０，４８３，７００円 馬単： ２５１，６６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，５７２，３００円

３連複： ３６３，７６５，６００円 ３連単： ８７２，７９５，８００円 計： ２，１９７，９０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ２７０円 � ７５０円 枠 連（１－７） １，２７０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １，７６０円 �� ４，８３０円

３ 連 複 ��� ２２，７６０円 ３ 連 単 ��� ９０，５４０円

票 数

単勝票数 計 ６３２２１１ 的中 � １３６１３７（２番人気）
複勝票数 計 ７８３０９２ 的中 � １５８８１０（２番人気）� ７３３９６（４番人気）� ２１３２８（９番人気）
枠連票数 計１０１０９６１ 的中 （１－７） ５８９６６（７番人気）
普通馬連票数 計３８０４８３７ 的中 �� １９６４１３（４番人気）
馬単票数 計２５１６６２０ 的中 �� ６９６７５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６５７２３ 的中 �� ３３８２３（６番人気）�� １１９０９（１９番人気）�� ４２２０（４４番人気）
３連複票数 計３６３７６５６ 的中 ��� １１８００（６４番人気）
３連単票数 計８７２７９５８ 的中 ��� ７１１５（２５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．５―１：００．５―１：１２．３―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ イ ア ー ス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Kris デビュー ２００７．２．１１ 東京２着

２００４．２．１７生 牡４鹿 母 ケイティーズファースト 母母 Katies ９戦３勝 賞金 ４２，１４９，０００円
〔発走状況〕 スリースピニング号は，左前肢落鉄。発走時刻４分遅延。
※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） ７頭 ウインクルセイド号・ハギノルチェーレ号・パッションレッド号・フィールドカイザー号・ブリュンヒルト号・

リアルコンコルド号・リンガフランカ号



（２０京都１）第１日 １月５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８５，７６０，０００円
８，５２０，０００円
２４，２４０，０００円
２，０３０，０００円
３１，５２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，３３３，５００円
５，１３４，０００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
６１０，６５３，２００円
８４０，６７７，９００円
７７６，５５８，９００円
３，５３５，３８０，５００円
２，４４６，４６２，６００円
７９１，８９１，６００円
３，８５７，９００，１００円
５，６１８，８４９，３００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 １８，４７８，３７４，１００円

総入場人員 ６６，１４２名 （有料入場人員 ６５，０３７名）




