
０１０６１ １月２０日 曇 良 （２０京都１）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

６８ カウンセラー 牡３芦 ５６ 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 三石 久井牧場 ４４６＋１０１：１３．５ ９．８�

８１２ 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 ４４８＋ ２ 〃 アタマ ２．１�

４４ オウシュウバラッド 牡３栗 ５６ 岩田 康誠西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B４９６＋１６１：１４．０３ １３．７�
３３ オメガクエスト 牡３栗 ５６ 福永 祐一原 �子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６６＋ ８１：１４．２１� ６．４�
７９ テンシノボストン 牡３栗 ５６ 武 豊杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 静内 友田牧場 ４７０－ ４１：１４．３� ３．３�
２２ クリスタルドア 牡３鹿 ５６ 角田 晃一加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４８４± ０ 〃 アタマ ３１．８�
６７ ヴォレハクユウ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 沖田 忠幸 ４９２－ ４１：１４．４� ２７５．７�
７１０ テイエムカイザー 牡３栗 ５６ 柴原 央明竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４７０± ０１：１４．６１� ５１．３	
１１ プレストンペスカ 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４５０－ ４１：１４．７� １７．７

５５ シゲルデセオ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎森中 蕃氏 西園 正都 新冠 オリエント牧場 ４４０＋ ８１：１５．２３ ７４．６�
５６ カネトシフローラル 牝３鹿 ５４ 小牧 太兼松 利男氏 五十嵐忠男 浦河 村下 明博 ４０８－ ２１：１５．３クビ １４３．０�
８１１ ワイルドヒーロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典小川 勲氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４４６－ ６１：１５．８３ １６７．３

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，６０８，８００円 複勝： ２５，４５６，５００円 枠連： １４，５８７，２００円

普通馬連： ５８，４３３，２００円 馬単： ６６，００５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１４２，６００円

３連複： ９６，４１２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２９８，６４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ３７０円 枠 連（６－８） ８３０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，５００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６０８８ 的中 � １５００４（４番人気）
複勝票数 計 ２５４５６５ 的中 � １８８４５（４番人気）� １１９９７４（１番人気）� １０４９８（５番人気）
枠連票数 計 １４５８７２ 的中 （６－８） １３１１１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８４３３２ 的中 �� ４９４６６（３番人気）
馬単票数 計 ６６００５３ 的中 �� ２１１５８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１４２６ 的中 �� １５３７３（４番人気）�� ２８７６（１６番人気）�� ６９０６（６番人気）
３連複票数 計 ９６４１２９ 的中 ��� ２２８１８（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．１―１２．３―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．２―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カウンセラー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００７．１２．１ 阪神５着

２００５．３．１０生 牡３芦 母 アドラブリー 母母 ミデオンルビー ３戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
〔制裁〕 オメガクエスト号の調教師坂口正大は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



０１０６２ １月２０日 曇 良 （２０京都１）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ５，０００，０００円 １，６５０，０００
１，６５０，０００

円
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

３３ アイソトープ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：５６．９ ４．７�

７９ フォーマルモード 牡３鹿 ５６ 小牧 太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：５７．１１� ７．６�
８１０ タマモトップ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介タマモ� 藤沢 則雄 静内 前田牧場 ４８４＋ ４ 〃 同着 ２２．０�
８１１ バイオスフィア 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ２ 〃 アタマ １０．５�
４４ メイショウラフログ 牡３青鹿５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４７０＋ ４１：５７．４１� ６．７�
６６ ムーンライトミスト 牡３芦 ５６ 池添 謙一�テシオ 矢作 芳人 門別 サンシャイン

牧場 ４８０－ ６１：５７．７１� ５．３	
６７ カレンミラバッシ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：５７．８� ２２．８

１１ ニケダイヤモンド 牡３黒鹿５６ 福永 祐一松浦 正厚氏 浅見 秀一 浦河 津島 優治 ５１４＋ ４１：５８．０１� １３．６�
２２ シゲルジチチ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４７６－ ２１：５８．４２� １３３．６�
７８ スズカクリエート 牡３青鹿５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４６０－ ２１：５８．６１� ３．４
５５ ス ピ ー ド 牡３栗 ５６ 川田 将雅山口 �一氏 斎藤 宏 静内 荒谷 英俊 ４６０－ ２１：５８．８１� ５６．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，２３１，１００円 複勝： ２３，８８１，３００円 枠連： １８，５６４，３００円

普通馬連： ６１，５８７，１００円 馬単： ５９，４４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４２１，７００円

３連複： ９３，０３９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９３，１６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 �
�

２００円
４２０円 枠 連（３－７）（３－８）

３２０円
５７０円

普通馬連 ��
��

８４０円
２，０２０円 馬 単 ��

��
１，４５０円
３，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

６００円
１，０２０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ８，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２３１１ 的中 � ３０７９７（２番人気）
複勝票数 計 ２３８８１３ 的中 � ３５９３８（２番人気）� ３３９１８（３番人気）� １２３８５（８番人気）
枠連票数 計 １８５６４３ 的中 （３－７） ２３３６８（１番人気）（３－８） １１３１８（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１５８７１ 的中 �� ２７８３０（４番人気）�� １０９４２（２０番人気）
馬単票数 計 ５９４４０３ 的中 �� １５４３７（６番人気）�� ５７９６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４２１７ 的中 �� ７９９０（５番人気）�� ４４２８（１８番人気）�� ２９０６（２６番人気）
３連複票数 計 ９３０３９３ 的中 ��� ８４４８（４１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．５―１３．８―１４．３―１３．７―１２．９―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．５―５１．３―１：０５．６―１：１９．３―１：３２．２―１：４４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイソトープ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神３着

２００５．５．８生 牡３栗 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



０１０６３ １月２０日 曇 良 （２０京都１）第６日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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 メイショウアサガオ 牝３青 ５４ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４３２± ０１：２６．８ １．５�

７１２ ザ ザ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４６４－１２１：２７．２２� ４．３�
８１３ ア ー ラ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 西橋 豊治 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ４１：２７．６２� ８．５�
２２ イシゴープリンセス 牝３黒鹿５４ 酒井 学難波 澄子氏 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 ４４６－ ４１：２７．８１� １７５．９�
８１４ ホクザンヴィアンド 牝３鹿 ５４ 幸 英明木本 弘孝氏 梅田 康雄 門別 田中 元寿 ４２４＋ ４１：２８．０１� ９１．５�
４５ モ ニ カ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅田口 廣氏 佐山 優 厚真 山下 義之 ４３４＋ ２ 〃 アタマ ２８４．９�
５７ ユキノハナカイドウ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎遠藤 宗義氏 須貝 彦三 門別 浜本牧場 ４６６＋ ６１：２８．２� ３２．１	
７１１ ブリーズヘイロー 牝３鹿 ５４ 石橋 守中村 勝男氏 荒川 義之 新冠 石田牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ５８．６

４６ ム ー ヴ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一池住 安信氏 福永 甲 浦河 三栄牧場 ４１０－ ２ 〃 クビ ４０．８�
３３ ヴァージリア 牝３黒鹿５４ 四位 洋文岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７２＋ ２１：２８．３� １０．８�
５８ ブライティアパール 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典小林 昌志氏 野村 彰彦 門別 細川牧場 ４１０－ ６１：２８．５１ １１６．３
６１０ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム ４４６－ ２ 〃 クビ ５８．８�
６９ クリノモンブラン 牝３鹿 ５４ 角田 晃一栗本 博晴氏 荒川 義之 三石 加野牧場 ４２８－１２１：２８．６クビ ４２．９�
３４ カシノボイス 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一柏木 務氏 福永 甲 浦河 アイオイファーム ４８０－１０１：３０．８大差 １４５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，４１２，５００円 複勝： ４３，１６７，１００円 枠連： １７，７５６，０００円

普通馬連： ６２，７９１，０００円 馬単： ７９，９４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０６８，２００円

３連複： １０３，３３２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３４７，４６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � １５０円 枠 連（１－７） ２６０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２００円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９４１２５ 的中 � １０３１２４（１番人気）
複勝票数 計 ４３１６７１ 的中 � ３０８７５７（１番人気）� ３３０４８（２番人気）� ２９０７２（３番人気）
枠連票数 計 １７７５６０ 的中 （１－７） ５１３７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２７９１０ 的中 �� １４５７４１（１番人気）
馬単票数 計 ７９９４１３ 的中 �� １２９９４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０６８２ 的中 �� ３７８７９（１番人気）�� ２８１８１（２番人気）�� １１３９６（４番人気）
３連複票数 計１０３３３２０ 的中 ��� １１６５７７（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．５―１２．７―１２．６―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．５―３６．０―４８．７―１：０１．３―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアサガオ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１２．８ 阪神６着

２００５．３．１４生 牝３青 母 ロ ス ケ イ 母母 Mount Holyoke ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



０１０６４ １月２０日 曇 良 （２０京都１）第６日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

５１０ アコニットライアン 牡３青鹿５６ 酒井 学渡辺 典六氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７０ ―１：１４．６ ５９．０�

８１５ ハリソンバローズ 牡３栗 ５６ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５１０ ― 〃 ハナ ４．７�
２３ キーホウシンマル 牡３青鹿５６ 池添 謙一北前孔一郎氏 飯田 雄三 早来 吉田 三郎 ４６６ ―１：１４．８１� １２１．８�
１２ グレートメモリー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二大石 秀夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ４７０ ― 〃 クビ ２．１�
６１１ キーボックス 牡３鹿 ５６ 柴原 央明北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ５２２ ―１：１５．０１� ２８．４�
４７ テイクザスカイ 牝３栗 ５４ 小牧 太加藤 徹氏 福島 勝 新冠 大狩部牧場 ４６４ ―１：１５．２１� ６０．８�
８１６ ミスターオリオン 牡３芦 ５６ 小林慎一郎平本 敏夫氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 ４８８ ―１：１５．３� １０．６�
２４ � ラヴゴッデス 牝３栗 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Management ４４２ ―１：１５．６１	 ８．５	
１１ メイショウサダミツ 牡３鹿 ５６ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新冠 北星村田牧場 ５１０ ―１：１５．９１	 ５９．４

７１３ カールスバード 牡３栗 ５６ 菊地 昇吾山上 和良氏 田島 良保 三石 沖田 博志 ４８２ ―１：１６．０� １５５．８�
７１４ ユウメリーウェザー 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 笹地牧場 ４７０ ― 〃 クビ ６．６
５９ アスールグロリオ 
３鹿 ５６ 白坂 聡冨沢 敦子氏 須貝 彦三 新冠 オートファー

ム �渡 ４６０ ― 〃 アタマ ２０９．１�
３６ メイショウナンシー 牝３栗 ５４ 石橋 守松本 和子氏 松永 幹夫 浦河 岡部牧場 ４７０ ―１：１６．１クビ ７６．９�
６１２ シュルヴィーヴル 牝３鹿 ５４ 川田 将雅辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 永田 克之 ４２８ ―１：１６．５２� １５．８�
３５ ウォルトンオーラ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文山田美喜男氏 田島 良保 浦河 盛大牧場 ４７６ ―１：１６．７１� １０２．７�
４８ ボストンティアラ 牝３栗 ５４ 高井 彰大ボストンホース� 新川 恵 三石 嶋田牧場 ３８６ ―１：１７．７６ ３７４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０７５，７００円 複勝： ２１，７８３，４００円 枠連： ２３，４６７，２００円

普通馬連： ６１，５６７，２００円 馬単： ６３，１６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４０７，３００円

３連複： ９２，９６７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，４３４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９００円 複 勝 � １，１４０円 � ２２０円 � ２，６４０円 枠 連（５－８） ７，８６０円

普通馬連 �� １７，１３０円 馬 単 �� ５２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５５０円 �� ３９，３４０円 �� ４，４２０円

３ 連 複 ��� ３５３，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０７５７ 的中 � ２５５０（８番人気）
複勝票数 計 ２１７８３４ 的中 � ４４６７（８番人気）� ３２８９０（２番人気）� １８６０（１３番人気）
枠連票数 計 ２３４６７２ 的中 （５－８） ２２０４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ６１５６７２ 的中 �� ２６５４（３７番人気）
馬単票数 計 ６３１６６６ 的中 �� ８９２（９５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４０７３ 的中 �� １０００（３９番人気）�� １１４（１０５番人気）�� １０３２（３８番人気）
３連複票数 計 ９２９６７１ 的中 ��� １９４（３１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．９―１２．９―１３．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アコニットライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ブレイヴエストローマン 初出走

２００５．５．２３生 牡３青鹿 母 アコニットローマン 母母 カミモリレデイー 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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 エーシンメインダム号・オスカルフランソワ号・ゲゼルシャフト号・サワヤカラスカル号・シルポート号・

セフティープラチナ号・タガノグランディス号・ディマンシュ号・デスバレー号・フォージドニンバス号・
ペンタグランマ号・メイショウアレグロ号・ユウズツ号・ラバーソウル号・ローランビゴラス号



０１０６５ １月２０日 曇 良 （２０京都１）第６日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

１２ スペルバインド 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４８０－ ６２：１８．６ ８．８�

８１６ マイネルローゼン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ４９４－ ６２：１８．７� ４３．０�

１１ シャンパンファイト 牡３黒鹿５６ 武 豊青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５００－ ４２：１９．０１� ３．３�
３６ シングルショット 牡３青 ５６ 安藤 勝己深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ４９８－ ２２：１９．７４ ２．８�
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 ４６８＋ ４ 〃 クビ ７．３�
７１４ 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 ５３０－ ２２：１９．９１ １０．３	
４７ スマートギア 牡３栗 ５６ 池添 謙一大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５８－ ４２：２０．０� ９．１

４８ シ ャ ロ ー ム 牡３栗 ５６ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ５６．４�
６１２ マ サ ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 福永 祐一丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５２８＋ ４ 〃 クビ ２０．４�
２４ カネダイシシャモ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４６０－ ４２：２０．３２ ３４９．６
２３ スプリングバレル 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆北村 友一加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 出口 繁夫 ４９４－ ４２：２０．５１ ８２．８�
７１３ ナムラランランラン 牝３栗 ５４ 荻野 要奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４４０－ ８２：２０．６� ３１４．０�
３５ シルクメルヴェイユ 牡３黒鹿５６ 石橋 守有限会社シルク松元 茂樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０６－ ４２：２０．８１� １５１．４�
５９ リチャードバローズ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５２４＋ ２２：２１．０１� ６７．７�
８１５ ドンルーチェ 牡３芦 ５６ 幸 英明山田 貢一氏 安達 昭夫 新冠 若林牧場 ４７４＋ ４２：２１．２１� １６０．６�
６１１ クリスライムライト 牝３鹿 ５４ 小牧 太栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ３９２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０６６，８００円 複勝： ３２，９２０，２００円 枠連： ２３，０５３，６００円

普通馬連： ８１，６９３，８００円 馬単： ７８，７８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７１３，４００円

３連複： １２５，２１０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，４４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３００円 � ８１０円 � １６０円 枠 連（１－８） ３，７４０円

普通馬連 �� １６，１００円 馬 単 �� ３０，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４６０円 �� ６２０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� １４，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０６６８ 的中 � ２０７０６（４番人気）
複勝票数 計 ３２９２０２ 的中 � ２６９６８（６番人気）� ８１１１（８番人気）� ７６０８６（２番人気）
枠連票数 計 ２３０５３６ 的中 （１－８） ４５５０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ８１６９３８ 的中 �� ３７４６（３１番人気）
馬単票数 計 ７８７８２２ 的中 �� １９０２（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７１３４ 的中 �� １３５４（３５番人気）�� １０９７７（８番人気）�� ３６３５（１９番人気）
３連複票数 計１２５２１０３ 的中 ��� ６２８４（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２４．０―３７．１―４９．９―１：０３．３―１：１６．９―１：３０．８―１：４３．８―１：５５．５―２：０７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペルバインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danehill デビュー ２００７．９．２ 札幌３着

２００５．２．２５生 牝３鹿 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia ３戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※シルクメルヴェイユ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０６６ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００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

６１１ ブライトロジック �４黒鹿５６ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 追分 追分ファーム ４６２－ ２１：２４．６ ５．４�

７１４ サイキックダイブ 牡４青鹿５６ 藤岡 佑介 �ノースヒルズマネ
ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０± ０１：２４．９２ ９．４�

２３ ショウリュウアクト 牡４栗 ５６ 岩田 康誠上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４７６－ ２１：２５．０クビ ３．７�
５１０ ゼンノモナルカ 牡４黒鹿５６ 小林 徹弥大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４６６－ ８１：２５．１� ４．６�
３６ キングブレーヴ 牡４鹿 ５６ 角田 晃一辻 俊夫氏 荒川 義之 浦河 ヒダカフアーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ ４８．１�
６１２ トウカイインパクト 牡４黒鹿５６ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 B５０８＋ ４１：２５．２� ２６．０	
２４ � ライフプラン 牡４栗 ５６ 熊沢 重文沖田 正憲氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ５０６± ０ 〃 クビ ４８．８

５９ � ダイゴフウジン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ５１６＋１４１：２５．３� ６４．３�
４７ マーベラスアロー 牡４栗 ５６ 小牧 太笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４７８＋ ６１：２５．４クビ １５．２�
３５ サミーデザート 牡５栗 ５７ 池添 謙一鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ５００＋ ８１：２５．７２ ２０．８
１１ マルカシリウス 牡５鹿 ５７

５６ ☆北村 友一河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ５１４＋２０ 〃 アタマ ３３．８�
８１６ タニノロッキー 牡４栗 ５６

５３ ▲田村 太雅谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 B４５４＋ ２１：２６．２３ ６９．５�
４８ ロックリヴァー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６２－ ２１：２６．３� ９．６�
８１５ バトルスクワート 牡４鹿 ５６ 四位 洋文宮川 秋信氏 本田 優 えりも 能登 浩 ４９２＋３４１：２６．５１ ６４．９�
１２ キープユアアイズ 牡４栗 ５６ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム ５０８± ０１：２６．８１� ７３．２�

７１３ シーディドアラバイ 牝４青鹿５４ 秋山真一郎齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：２７．９７ １０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１１２，４００円 複勝： ３３，６２８，５００円 枠連： ２８，９３４，１００円

普通馬連： ９１，８２６，４００円 馬単： ７６，０２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１５４，１００円

３連複： １３５，８０５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，４８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � ３６０円 � １８０円 枠 連（６－７） １，１７０円

普通馬連 �� ４，３７０円 馬 単 �� ７，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ５５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ５，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１１２４ 的中 � ３５５１６（３番人気）
複勝票数 計 ３３６２８５ 的中 � ４４６４０（３番人気）� ２１０５９（６番人気）� ５５３３４（２番人気）
枠連票数 計 ２８９３４１ 的中 （６－７） １８２６２（７番人気）
普通馬連票数 計 ９１８２６４ 的中 �� １５５３２（１９番人気）
馬単票数 計 ７６０２６３ 的中 �� ７２５５（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１５４１ 的中 �� ４２３１（２０番人気）�� １２９８６（３番人気）�� ６８２８（７番人気）
３連複票数 計１３５８０５５ 的中 ��� １８２６３（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．８―５９．１―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトロジック �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Alydeed デビュー ２００６．８．１３ 札幌２着

２００４．２．２１生 �４黒鹿 母 プライマリーⅢ 母母 Primarily １２戦２勝 賞金 ２５，７１６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 チアズプレジデント号・レスポンスシチー号
（非抽選馬） １頭 ホッコーランチャー号



０１０６７ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

５５ � ダブルダンスシチー 牡４栗 ５６ 武 豊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 米 Chad
Schumer ４９４＋ ４１：５３．９ １．８�

７８ アイファードラゴン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二中島 稔氏 福永 甲 静内 静内山田牧場 ４９４－ ４１：５４．１１� １１１．７�
４４ 	 ナパリコースト 牡４鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２ 〃 クビ １７．３�
２２ バンブーワールド 牡５鹿 ５７ 小牧 太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５３０－ ２１：５４．３１ ７．５�
６６ アドマイヤムサシ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 門別 日西牧場 ４９４＋ ２１：５４．６２ １４．２�
３３ マーベラスチーフ 牡５鹿 ５７ 幸 英明笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４８４－ ２１：５４．７� ４２．７	
１１ � フライデイフライト 牡４黒鹿５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 豪

Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５２６＋１４ 〃 クビ ３．２

７７ ゴールデンビッグ 牡４鹿 ５６

５３ ▲田中 克典森田 金治氏 安田伊佐夫 新冠 イシダファーム ４６０－ ４１：５４．８� ７２．５�
８９ � セイウンロデム 牡４青鹿５６ 藤岡 佑介西山 茂行氏 宮本 博 英 L. Dettori B４８６＋ ２１：５５．１１
 １３．５�
８１０� マ ホ ロ バ 牡４栗 ５６

５５ ☆北村 友一加藤 守氏 矢作 芳人 英 Newsells
Park Stud B４５２－ ２１：５６．１６ １６７．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，２４３，９００円 複勝： ４７，１２２，８００円 枠連： ２０，６６８，６００円

普通馬連： ８１，３２７，９００円 馬単： １１０，５１５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７４２，０００円

３連複： １２７，４３２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４４０，０５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２，３００円 � ３３０円 枠 連（５－７） ３，３８０円

普通馬連 �� ７，２９０円 馬 単 �� １０，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４３０円 �� ４２０円 �� ９，９４０円

３ 連 複 ��� ２１，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７２４３９ 的中 � １１９９２０（１番人気）
複勝票数 計 ４７１２２８ 的中 � ２８９９１５（１番人気）� ２１２８（９番人気）� １８９５３（６番人気）
枠連票数 計 ２０６６８６ 的中 （５－７） ４５１６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８１３２７９ 的中 �� ８２４１（１７番人気）
馬単票数 計１１０５１５９ 的中 �� ７９９０（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７４２０ 的中 �� ２４８２（２０番人気）�� １７１２９（５番人気）�� ５９２（３３番人気）
３連複票数 計１２７４３２８ 的中 ��� ４３８１（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．２―５０．２―１：０２．６―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．７
１
３
２，９，４（１，７）５（６，１０）－３，８・（２，５）（１，９，４）６（７，３，１０）８

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

勝馬の
紹 介

�ダブルダンスシチー �
�
父 Commendable �

�
母父 Known Fact デビュー ２００６．７．３０ 小倉８着

２００４．４．３生 牡４栗 母 Do the Hustle 母母 Social Wish １３戦２勝 賞金 ２０，７００，０００円
※アイファードラゴン号・アドマイヤムサシ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０６８ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

１１ タイキフェアレディ 牝６黒鹿５５ 四位 洋文�大樹ファーム 藤沢 則雄 大樹 大樹ファーム ５４８± ０１：１１．９ ６．７�

７１２ アイファーラブラブ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５８＋１２ 〃 ハナ ６．０�
５８ スマートストーム 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４７０－ ４ 〃 クビ ４．０�
２３ キ ー レ タ ー 牝５鹿 ５５ 川田 将雅北前孔一郎氏 吉田 直弘 浦河 村下農場 ４５６± ０１：１２．０� ２９．２�
３４ トレノトマト 牝５栗 ５５

５４ ☆北村 友一廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５２－ ４１：１２．２１� １２．７�
６１０ ラ イ カ ー ト 牝４芦 ５４ 小牧 太 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ８ 〃 ハナ ２７．２�
８１４ レオフォーレンス 牝７鹿 ５５

５２ ▲田中 克典	レオ 萱野 浩二 浦河 江谷 重雄 ４７０－１２ 〃 アタマ ５５．５

７１３ カントリースタイル 牝８鹿 ５５ 秋山真一郎津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 ４４２＋ ４１：１２．３クビ ４７．０�
３５ オーシャンルミナス 牝４鹿 ５４ 藤田 伸二大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４８０－ ２ 〃 クビ １２．３�
６１１ オポテューニティ 牝６鹿 ５５ 幸 英明平岡 茂樹氏 田 研二 浦河 大野牧場 ４９０＋１４１：１２．５１ １５５．３�
４６ ホワイトペッパー 牝６芦 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７２－１２ 〃 ハナ ５．２�
８１５ 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± ０１：１２．６� ２８．１�
５９ シフォンベール 牝５栗 ５５ 熊沢 重文 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４９４－ ８ 〃 クビ １８１．９�
４７ トレトレジョリ 牝８鹿 ５５ 福永 祐一��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５３２＋ ４１：１２．８１� ４３．１�
２２ イカガデスカ 牝４鹿 ５４ 武 豊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４９２＋ ６１：１３．０１� ６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，５６６，９００円 複勝： ３８，６７３，１００円 枠連： ３０，９４４，９００円

普通馬連： １１７，５３４，５００円 馬単： ９０，２４０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７７３，２００円

３連複： １７２，２７１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５０７，００４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２２０円 � ２１０円 � １７０円 枠 連（１－７） ２，１５０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ４，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ５５０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５６６９ 的中 � ３００８３（５番人気）
複勝票数 計 ３８６７３１ 的中 � ４２６６１（５番人気）� ４７７０８（４番人気）� ７０９０５（１番人気）
枠連票数 計 ３０９４４９ 的中 （１－７） １０６３６（１３番人気）
普通馬連票数 計１１７５３４５ 的中 �� ３６９７６（１０番人気）
馬単票数 計 ９０２４０９ 的中 �� １４８１４（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７７３２ 的中 �� ９１９０（１０番人気）�� １４５０８（６番人気）�� １６０６８（４番人気）
３連複票数 計１７２２７１１ 的中 ��� ４２０８３（８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．１―１１．７―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．１―４５．８―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキフェアレディ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Clever Trick デビュー ２００５．７．１０ 阪神１着

２００２．４．２２生 牝６黒鹿 母 タイキラビリンス 母母 Certain Secret ８戦３勝 賞金 ３２，３２６，０００円
〔制裁〕 アイファーラブラブ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戒告。
※カントリースタイル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０６９ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

こうばい

紅梅ステークス
発走１４時３５分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１０� エーソングフォー 牝３栗 ５４ 四位 洋文小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert
Spiegel ４９２＋ ８１：２３．７ ６．３�

８１１ エアパスカル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ６１：２３．８� ６．９�
６７ チェレブリタ 牝３鹿 ５４ 小牧 太�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ １２．３�
８１２ ビーチアイドル 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：２３．９� ８．０�
６８ � メイプルストリート 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Franklin Kling Jr.

& Taylor Asbury ４８４± ０ 〃 アタマ １１．１�
３３ マイネレーツェル 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４０４＋ ８１：２４．０クビ １２．３	
５６ ドリームローズ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 アタマ ４１．３

４４ マイネアルデュール 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ２１：２４．１	 ３１．６�
７９ コウヨウマリーン 牝３青鹿５４ 幸 英明寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４６４＋１８ 〃 同着 ８５．０�
２２ ラ ベ 牝３黒鹿５４ 武 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２０＋ ４ 〃 クビ ２．１
５５ ジョイフルスマイル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２１：２４．３１� ３６．７�
１１ コウユーココロコロ 牝３鹿 ５４ 北村 友一加治屋康雄氏 領家 政蔵 門別 森永牧場 ４７２－１０１：２４．８３ ９０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４５，５０５，３００円 複勝： ６８，３９３，０００円 枠連： ４０，８３２，９００円

普通馬連： １８４，９９７，７００円 馬単： １３３，２００，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，５２０，９００円

３連複： １７５，３８７，１００円 ３連単： ４９３，６１４，８００円 計： １，１８９，４５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２２０円 � ２４０円 � ２９０円 枠 連（７－８） １，２３０円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� １，１１０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ７，２７０円 ３ 連 単 ��� ４３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ４５５０５３ 的中 � ５７０４０（２番人気）
複勝票数 計 ６８３９３０ 的中 � ８７５２４（２番人気）� ７８１３３（３番人気）� ５８４８０（５番人気）
枠連票数 計 ４０８３２９ 的中 （７－８） ２４６３０（６番人気）
普通馬連票数 計１８４９９７７ 的中 �� ６６４３０（７番人気）
馬単票数 計１３３２００３ 的中 �� ２０６９５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７５２０９ 的中 �� １６６３５（７番人気）�� １０４５３（１５番人気）�� １０１４８（１６番人気）
３連複票数 計１７５３８７１ 的中 ��� １７８０６（２３番人気）
３連単票数 計４９３６１４８ 的中 ��� ８４３８（１３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．２―１２．４―１１．６―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．５―３５．７―４８．１―５９．７―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
３ １－４（５，１０）（３，８，１１）（２，９，１２）－７，６ ４ ・（１，４，５，１０）１１（３，８，７，６）（２，９，１２）

勝馬の
紹 介

�エーソングフォー �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Palace Music デビュー ２００７．１１．１７ 東京２着

２００５．３．９生 牝３栗 母 Miss Garland 母母 Miss Actress ４戦２勝 賞金 ３１，９０８，０００円
※出走取消馬 プティマカロン号（疾病〔感冒〕のため）



０１０７０ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

いわしみず

石清水ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．１．１３以降２０．１．１３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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

２３ ニルヴァーナ 牡５鹿 ５７．５ 藤岡 佑介 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４９２＋ ４１：３５．１ ５．９�

３６ コスモスペシャリー 牡５鹿 ５３ 熊沢 重文 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４６０－ ２１：３５．３１ １３３．７�
６１１ ハイソサエティー 牡４鹿 ５６ 小牧 太 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５３６＋２０ 〃 アタマ ６．７�
３５ カイシュウタキオン 牡５栗 ５７．５ 四位 洋文飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ５００－ ６ 〃 クビ １１．８�
８１６ ソリッドプラチナム 牝５黒鹿５５．５ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４２６± ０ 〃 アタマ ８．６�
１２ ショウナンタキオン 牡５栗 ５７．５ 安藤 勝己国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ４９４＋ ２１：３５．５１� ３．８	
４７ ベイリングボーイ 牡４栗 ５５ 北村 友一冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 B４５０＋ ２１：３５．６クビ １１．９

２４ カリプソパンチ 牡７栗 ５４ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 クビ １２０．８�
４８ サンキンバスター 牡８鹿 ５５ 福永 祐一河原 純之氏 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ５００± ０１：３６．０２� ４８．３�
６１２ ビッグタイガー 牡６鹿 ５０ 田村 太雅小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４８８＋ ２１：３６．１� ２２２．７
８１５ コンティネント 牡４鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ４１：３６．３１� ４．６�
５１０ エレスサール 牡６鹿 ５５ 石橋 守�アカデミー 池江 泰郎 門別 白井牧場 ５０６± ０１：３６．４� ４１．９�
１１ モリノミヤコ 牡６黒鹿５２ 田中 克典関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８０＋ ６１：３６．７２ １１４．５�
５９ ウエスタンクィーン 牝６黒鹿５３ 池添 謙一西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４５６＋１２１：３６．９１ ６１．８�
７１３ シルバーストーン 牡４鹿 ５３ 角田 晃一後藤 繁樹氏 松永 昌博 静内 タイヘイ牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ １２２．４�
７１４ ハチマンダイボサツ 牝４黒鹿５３ 幸 英明居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ５０２＋１２ 〃 ハナ １４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，２９５，０００円 複勝： ６６，２６０，６００円 枠連： ５１，８５０，５００円

普通馬連： ２５９，８７５，１００円 馬単： １５３，６８３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，３２１，７００円

３連複： ２５２，４２０，０００円 ３連単： ５９４，１５８，８００円 計： １，４７８，８６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２３０円 � ２，９６０円 � ２８０円 枠 連（２－３） ２，７１０円

普通馬連 �� ４９，２４０円 馬 単 �� ６７，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，９９０円 �� ７６０円 �� １３，３６０円

３ 連 複 ��� １０６，０９０円 ３ 連 単 ��� ７３５，７３０円

票 数

単勝票数 計 ４４２９５０ 的中 � ５９９７３（３番人気）
複勝票数 計 ６６２６０６ 的中 � ９１３２２（３番人気）� ４６６６（１３番人気）� ６５７６２（４番人気）
枠連票数 計 ５１８５０５ 的中 （２－３） １４１５６（１４番人気）
普通馬連票数 計２５９８７５１ 的中 �� ３８９５（６１番人気）
馬単票数 計１５３６８３３ 的中 �� １６８５（１０５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６３２１７ 的中 �� １１１８（６３番人気）�� １９５８２（８番人気）�� １００３（６９番人気）
３連複票数 計２５２４２００ 的中 ��� １７５６（１７０番人気）
３連単票数 計５９４１５８８ 的中 ��� ５９６（１０４３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．１―１２．２―１１．８―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．９―４７．０―５９．２―１：１１．０―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニルヴァーナ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．１２．４ 阪神１着

２００３．３．２９生 牡５鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest １１戦５勝 賞金 ８１，３１６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 エネルマオー号・クラウンプリンセス号・クラクエンスキー号・サウスティーダ号・サンデーストリーム号・

ショウワモダン号・ジョリーノエル号・シルクドラグーン号・スズカコーズウェイ号・スマイルフォライフ号・
ゼットフラッシュ号・テイエムノブシオー号・ファランドール号・マイネルクラッチ号・メイショウディオ号



０１０７１ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第１１競走 ��
��２，４００�第５５回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，１９．１．１３以降２０．１．１３まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日本経済新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，２１８，０００円 ３４８，０００円 １７４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

１２ 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± ０２：２７．４ ７．０�

６１２ 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 ４８２－ ２２：２７．６１� ５．３�
８１５ 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 ５０２＋ ４２：２７．７� ７８．８�
１１ アドマイヤジュピタ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１２＋１６２：２７．８� ２．６�
７１４ グロリアスウィーク 牡５鹿 ５５ 四位 洋文 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２５．９�
３５ トウショウパワーズ 牡６鹿 ５４ 幸 英明トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６４＋ ２２：２７．９クビ ３１．９	
６１１ トウカイエリート 牡８黒鹿５６ 池添 謙一内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４９４＋ ６２：２８．２２ １０．３

４７ トウカイワイルド 牡６黒鹿５６ 川田 将雅内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ４８．１�
５１０� パープルファルコン 牡８鹿 ５１ 難波 剛健中野 銀十氏 境 直行 浦河 山口 義彦 ４７２＋ ８２：２８．７３ １７８．７�
２４ ウインボールド 牡４鹿 ４９ 田中 克典�ウイン 山内 研二 静内 静内白井牧場 ４８６＋ ２２：２８．８クビ １７２．６
３６ オースミグラスワン 牡６栗 ５６ 福永 祐一�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５４２＋ ６２：２９．０１� ７．７�
８１６ 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 ５０８－ ４２：２９．１	 ２９．７�
４８ 
 アマノブレイブリー 牡８黒鹿５３ 小牧 太中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 昭和牧場 ４９８＋１２２：２９．２� １７８．０�
７１３ マキハタサイボーグ �６鹿 ５６ 秋山真一郎�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０４＋ ２２：２９．４� １４．７�
５９ ヒラボクロイヤル 牡４黒鹿５４ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４８２± ０２：２９．５	 １１．３�
２３ ワイルドスナイパー 牡９黒鹿５２ 柴原 央明小川 勲氏 作田 誠二 早来 ノーザンファーム ４６８＋１２２：２９．８２ ２４８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３０，９４４，４００円 複勝： １７８，０９６，５００円 枠連： １８８，７６３，８００円

普通馬連： ９２４，９５１，４００円 馬単： ５３８，５４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８７，７０２，４００円

３連複： ９６３，６１８，４００円 ３連単： ２，２６１，５１４，６００円 計： ５，３７４，１３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２２０円 � ２１０円 � １，８５０円 枠 連（１－６） ３５０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ９，３６０円 �� ７，５２０円

３ 連 複 ��� ８４，０１０円 ３ 連 単 ��� ４６０，６７０円

票 数

単勝票数 計１３０９４４４ 的中 � １４８０７０（３番人気）
複勝票数 計１７８０９６５ 的中 � ２３４８１２（３番人気）� ２５２７８５（２番人気）� １９３４７（１２番人気）
枠連票数 計１８８７６３８ 的中 （１－６） ４０９３８８（１番人気）
普通馬連票数 計９２４９５１４ 的中 �� ３９１１１２（５番人気）
馬単票数 計５３８５４７０ 的中 �� ９７４５６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８７７０２４ 的中 �� ８８９１１（４番人気）�� ４７１２（５９番人気）�� ５８７４（５４番人気）
３連複票数 計９６３６１８４ 的中 ��� ８４６６（１５５番人気）
３連単票数 計２２６１５１４６ 的中 ��� ３６２３（８３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．９―３５．２―４７．９―１：００．７―１：１３．３―１：２５．８―１：３８．１―１：５０．０―２：０２．２―２：１４．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤモナーク �
�
父 ドリームウェル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００３．１０．２６ 京都６着

２００１．２．２７生 牡７鹿 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド ３８戦７勝 賞金 ２５１，２４９，０００円



０１０７２ １月２０日 小雨 良 （２０京都１）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３６ カリオンツリー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５２８＋１６１：５２．４ ５．１�

１１ ストームタイガー 牡６青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ３０．９�
２３ ゴールドスミス 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９２－ ６１：５２．６１ ８．１�
４８ タガノエクリプス 牡５青 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１６＋１２１：５２．８１� ７．７�
１２ � デマントイドリバー 牡４鹿 ５６ 武 豊�嶋 哲氏 角居 勝彦 米 Damara

Farm ４７４＋ ８１：５３．２２	 ２．３�
６１２
 アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４７６＋ ４１：５３．４１	 １７．２	
７１３ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 秋山真一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ２ 〃 クビ １２．９

５９ トウカイポリシー 牡５黒鹿５７ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ２８．９�
３５ ニホンピロレガーロ 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５００－１０１：５３．５クビ ２７．４�
５１０ インプレスゴールド 牝４栗 ５４

５１ ▲田中 克典下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４０± ０１：５３．８２ ６６．６
６１１ セイウンハレルヤ 牝４鹿 ５４ 小林慎一郎西山 茂行氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４３６＋ ８１：５４．３３ １０２．３�
８１５ マルイチライデン 牡８鹿 ５７ 藤岡 佑介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 三石 川端牧場 B４９４－ ６１：５４．５１� ２６８．９�
８１６
 マーキュリー 牡４鹿 ５６ 角田 晃一山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４８０＋１０１：５４．８１� ６８．０�
４７ サクセスサーマル 牡４黒鹿５６ 柴原 央明�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４５８＋ ８１：５５．１１� １５．６�
２４ ゴールドイモン 牡６黒鹿５７ 北沢 伸也井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B５２８＋３８１：５５．４２ ９５．６�
７１４ ハードオブプレイ 牡７鹿 ５７

５６ ☆北村 友一津田 一男氏 西橋 豊治 静内 藤川フアーム B５２０＋ ２１：５５．５	 １０７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，５９７，０００円 複勝： ７４，４４０，５００円 枠連： ７５，７２０，３００円

普通馬連： ２９７，２９６，８００円 馬単： １９６，２４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，８８３，４００円

３連複： ２９５，１１８，８００円 ３連単： ７１９，００２，３００円 計： １，７９７，３００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２３０円 � ６８０円 � ２５０円 枠 連（１－３） ４６０円

普通馬連 �� ９，９００円 馬 単 �� １６，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２７０円 �� １，０２０円 �� ３，６００円

３ 連 複 ��� ２４，３１０円 ３ 連 単 ��� １４１，１３０円

票 数

単勝票数 計 ６０５９７０ 的中 � ９３９１８（２番人気）
複勝票数 計 ７４４４０５ 的中 � ９４７０９（２番人気）� ２４１２７（１０番人気）� ８５８２６（３番人気）
枠連票数 計 ７５７２０３ 的中 （１－３） １２２０１２（１番人気）
普通馬連票数 計２９７２９６８ 的中 �� ２２１７０（３０番人気）
馬単票数 計１９６２４１２ 的中 �� ８８１４（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８８８３４ 的中 �� ５８４７（３２番人気）�� １９８５９（８番人気）�� ５２９４（３６番人気）
３連複票数 計２９５１１８８ 的中 ��� ８９６２（６７番人気）
３連単票数 計７１９００２３ 的中 ��� ３７６０（３７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．２―５０．０―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．４―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

カリオンツリー �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．３．２５ 阪神３着

２００３．５．１８生 牡５鹿 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー ９戦４勝 賞金 ４７，６９２，０００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。
（非当選馬）１０頭 ヴァンデグローブ号・キクノエンブレム号・ショウナンラノビア号・スターフォワード号・トラストブラック号・

パーフェクトラン号・ファンドリゲット号・プログレスエバー号・マンノレーシング号・メイショウチョイス号



（２０京都１）第６日 １月２０日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３０１，２１０，０００円
９，２００，０００円
２，８１０，０００円
３３，４６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，０９７，０００円
４，６９２，０００円
１，７１７，０００円

勝馬投票券売得金
４５６，６５９，８００円
６５３，８２３，５００円
５３５，１４３，４００円
２，２８３，８８２，１００円
１，６４５，７９０，６００円
５５７，８５０，９００円
２，６３３，０１５，３００円
４，０６８，２９０，５００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 １２，８３４，４５６，１００円

総入場人員 ２６，１３２名 （有料入場人員 ２５，４０５名）




