
０１０８５ １月２７日 曇 稍重 （２０京都１）第８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

６９ アンジェロバンダム 牡３鹿 ５６ 武 豊山科 統氏 柴田 政見 浦河 鮫川牧場 ５１０± ０１：１２．６ １．２�

５６ 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± ０１：１３．６６ １２．５�
２２ ヴェンダバール 牡３芦 ５６

５３ ▲大下 智 �キャロットファーム 中尾 正 門別 下河辺牧場 ５００－ ２１：１３．７� １２．１�
７１１ 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 ４７２－ ６１：１４．０１� ３５．４�
４４ ロ ジ ュ マ ン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 門別 田中 元寿 B４７４± ０ 〃 アタマ ４３２．０�
７１０ チアズアブソーブ 牡３栗 ５６ 池添 謙一北村キヨ子氏 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４５２± ０１：１４．２１� ７９．０�
３３ シーシャトー 牡３鹿 ５６ 石橋 守藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４３８＋ ４１：１４．５１� １５６．８	
１１ メイショウシシリー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 赤田牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ３５．８

５７ アサケボーイ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大橋 堯氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４９８＋ ６１：１４．６� １３．１�
６８ グラスゴーロック 牡３栗 ５６ 川原 正一後藤 繁樹氏 坂口 正則 新冠 パカパカ

ファーム ４７２＋ ２１：１４．７� ２５２．１�
（兵庫）

４５ シークレバー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８０－ ２１：１４．９１� ３７１．１
８１３ ファイナルパンチ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６６± ０１：１５．１１� １５．３�
８１２ メイショウアーリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 中島 俊明 ４６４± ０１：１５．２� １５４．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，０２４，８００円 複勝： ６４，９５７，７００円 枠連： １９，９１３，５００円

普通馬連： ６３，３３６，７００円 馬単： ８５，９９１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５９８，５００円

３連複： １０８，８５３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９５，６７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（５－６） ２２０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２３０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７０２４８ 的中 � １８５９８２（１番人気）
複勝票数 計 ６４９５７７ 的中 � ４８８３１９（１番人気）� ２８３２９（５番人気）� ３１２７１（３番人気）
枠連票数 計 １９９１３５ 的中 （５－６） ６９９７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３３３６７ 的中 �� ９９２８３（２番人気）
馬単票数 計 ８５９９１３ 的中 �� ９７７４３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５９８５ 的中 �� ３４６６９（２番人気）�� ３０２８７（４番人気）�� ６０９０（１０番人気）
３連複票数 計１０８８５３７ 的中 ��� ６４８２４（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．９―１２．０―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．８―４７．８―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジェロバンダム �
�
父 ダンシングカラー �

�
母父 サクラトウコウ デビュー ２００７．１２．１ 阪神３着

２００５．５．２６生 牡３鹿 母 レ ピ ド ー ル 母母 スイートヴエラ ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
※シーシャトー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０１０８６ １月２７日 曇 稍重 （２０京都１）第８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 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

５７ ベルモントゴラッソ 牡３鹿 ５６ C．ルメール �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント
ファーム ５０６± ０１：５４．８ ３．２�

（仏）

１１ イマカツタイガー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４７６－ ６１：５４．９� ２９．３�
５８ フジノアリオン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅藤井 五三氏 川村 禎彦 浦河 冨岡牧場 ５０６± ０１：５５．１１� ６．４�
８１３ レプラコーン 牡３栗 ５６ 小牧 太 �社台レースホース池江 泰寿 三石 片山 修 ４８８－ ４１：５５．６３ ２．３�
４６ ピサノガブリエル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ５０８± ０ 〃 クビ ２４．０�
７１１ ホープフルスター 牡３黒鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 ５５０＋ ８１：５６．０２� １１．６�
３４ ウインザハギ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士�田 三郎氏 境 直行 浦河 出口 宜己 ４６０－ ２１：５６．３１� １９０．０	
８１４ ユウターダーツ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 ４３６＋ ２１：５６．４� ２７．０

２２ マルサンリターン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム ４７０＋ ２１：５６．５� ３３．２�
３３ 	 エドワードバローズ 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦猪熊 広次氏 中竹 和也 英 Carmel Stud ４３６＋ ８１：５６．９２� ４４．０�
７１２ マイネルトリオンフ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５１２＋ ８１：５７．２２ ５５．５�
６９ エバーアップワード 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ５０２＋ ２１：５７．４１� １５．０�
４５ テイエムグローバル 牡３栗 ５６ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 門別 藤本ファーム ４４８－１２ 〃 ハナ ２７７．０�
６１０ シゲルデセオ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一森中 蕃氏 西園 正都 新冠 オリエント牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ ２９５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４１９，１００円 複勝： ２７，５２２，４００円 枠連： ２１，６１８，３００円

普通馬連： ６６，１５６，３００円 馬単： ６４，１０５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１８４，１００円

３連複： １０７，０７６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３２９，０８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ８２０円 � ２９０円 枠 連（１－５） ４，５５０円

普通馬連 �� ７，４８０円 馬 単 �� １１，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３５０円 �� ６９０円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� １４，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４１９１ 的中 � ４５９７７（２番人気）
複勝票数 計 ２７５２２４ 的中 � ５４３１０（２番人気）� ６９３５（１０番人気）� ２３８４６（３番人気）
枠連票数 計 ２１６１８３ 的中 （１－５） ３５１４（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６６１５６３ 的中 �� ６５３４（２３番人気）
馬単票数 計 ６４１０５０ 的中 �� ４１１８（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１８４１ 的中 �� ２４７１（２５番人気）�� ９２５８（５番人気）�� １７４２（３２番人気）
３連複票数 計１０７０７６７ 的中 ��� ５３７９（４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１３．８―１３．４―１３．１―１２．５―１２．４―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３７．９―５１．３―１：０４．４―１：１６．９―１：２９．３―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルモントゴラッソ �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００８．１．１２ 京都２着

２００５．２．１７生 牡３鹿 母 ベルモントダイアナ 母母 アレッジドレディ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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。



０１０８７ １月２７日 曇 稍重 （２０京都１）第８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）

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

２３ ビーチパトロール 牡３栗 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：２５．４ １．９�

３６ マルタカワンタッチ 牡３黒鹿５６ 石橋 守高橋 義和氏 松永 昌博 新冠 明和牧場 ４８４± ０１：２６．３５ １０．２�
６１１ 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 ４６８－ ２ 〃 クビ ９．３�
１１ ブラックルーラー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７８＋１２１：２７．０４ ３４．７�
３５ タマモランニング �３黒鹿５６ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １２．２�
４８ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 川原 正一矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５１０± ０１：２７．１� ４０．７�

（兵庫）

１２ カミングラック 牡３鹿 ５６ 黒岩 悠キャピタルクラブ 坂口 正則 大樹 大樹ファーム ４６０－ ６１：２７．２クビ ５．１	
５９ マイティーウラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士世賀 聖啓氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ２１：２７．６２� １１５．８

７１３ ダンツキャピタル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦山元 哲二氏 橋本 寿正 新冠 岡 裕 ４３０－ ２ 〃 クビ ３６５．２�
８１５ ハイアベレージ 牡３青 ５６ 福永 祐一久保 久人氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４３４－ ２１：２７．８１� ３８．３�
７１４ エ ク レ ウ ス 牡３黒鹿５６ 小牧 太 ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ２１：２８．５４ １５８．４�
４７ コスモコンテンダー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 静内 橋本牧場 ４８６＋ ４１：２８．７１� １１．０�
５１０ メイショウクレスタ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０６＋ ４１：２８．８クビ ３２．３�
８１６ ランオブハピネス 牡３黒鹿５６ 荻野 要ターフ・スポート目野 哲也 浦河 王蔵牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ３４１．６�
６１２ アイファーミラクル 牝３栗 ５４ 藤田 伸二中島 稔氏 福永 甲 静内 静内山田牧場 ４５０－ ２１：２９．０１ ２３６．６�
２４ オースミリョウ 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 武田 博 門別 広富牧場 ４５４－２０１：２９．１� １４９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１５１，６００円 複勝： ３０，９４３，１００円 枠連： ２１，４３３，１００円

普通馬連： ６８，１５１，６００円 馬単： ７２，７９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２６７，５００円

３連複： １１１，８７０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，６１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（２－３） ３８０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ３８０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１５１６ 的中 � ９５４３７（１番人気）
複勝票数 計 ３０９４３１ 的中 � １２４３２８（１番人気）� ２６９９４（３番人気）� ２６３５１（４番人気）
枠連票数 計 ２１４３３１ 的中 （２－３） ４２０２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８１５１６ 的中 �� ６０６８８（２番人気）
馬単票数 計 ７２７９７９ 的中 �� ４４０３０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２６７５ 的中 �� １８２３３（３番人気）�� １７４７１（４番人気）�� ３５２７（１８番人気）
３連複票数 計１１１８７０４ 的中 ��� ３３４８６（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．６―３５．８―４８．３―１：００．７―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーチパトロール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００７．１０．１４ 京都３着

２００５．３．１８生 牡３栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シーシャトー号
※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。



０１０８８ １月２７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２０京都１）第８日 第４競走 ��２，９３０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１５．６良・良

７１２ ニホンピロザプラウ �６栗 ６０ 南井 大志小林百太郎氏 田所 秀孝 浦河 杵臼牧場 ４９０± ０３：１６．８ ３．８�

１１ ナイトフライヤー 牡９鹿 ６０ 小坂 忠士吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０４－ ４３：１６．９� ２．１�
８１３ シュトラーレン 牝４鹿 ５７ 北沢 伸也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４９０＋１０３：１７．６４ ３２．２�
５７ フサイチシャナオー 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造関口 房朗氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６３：１８．０２� ７．８�
８１４ エムテイクラウン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４８８＋ ４３：１８．８５ １０３．６�
４５ トウショウズシオウ 牡４黒鹿５９ 林 満明トウショウ産業� 坪 憲章 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５００＋１２ 〃 クビ １１．５�
５８ � マンノダイヤモンド 牝５栗 ５８ 今村 康成萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４５２＋ ６３：１９．２２� １５４．３	
７１１ アザンクール �５鹿 ６０ 黒岩 悠山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４７６± ０３：１９．４１	 ４１．８

４６ シゲルダンプウ 牡７青鹿６０ 白坂 聡森中 蕃氏 須貝 彦三 静内 坂本 春信 ５５８＋ ８３：１９．８２� ３６．３�
３４ エアデルソール 牡６栗 ６０ 西谷 誠 �ラッキーフィールド梅田 智之 静内 藤原牧場 ４９６＋ ６３：２０．３３ ２２．３�
６９ メイショウセイラン 牡４栗 ５９ 仲田 雅興松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４８６± ０３：２０．４クビ ８７．９
６１０ ブルーショットガン 牡９鹿 ６０ 内田 浩一 �ブルーマネジメント武 宏平 静内 武 牧場 ４６４＋ ４３：２１．８９ ８．３�
２２ � スリーセレブル 牡６鹿 ６０ 難波 剛健永井商事� 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０２＋１０３：２４．１大差 １２６．７�
３３ メイショウブルドー 牡５青 ６０ 菊地 昇吾松本 好雄氏 田島 良保 静内 安田 豊重 ５４０＋１７３：２４．８４ ５５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，６８５，０００円 複勝： １６，２４４，９００円 枠連： １９，５９７，８００円

普通馬連： ５３，５６８，３００円 馬単： ６３，５６６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９６５，１００円

３連複： １０５，４５９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９１，０８７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ４３０円 枠 連（１－７） ３５０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，０４０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４６８５０ 的中 � ３１０３６（２番人気）
複勝票数 計 １６２４４９ 的中 � ３４０２０（２番人気）� ５９５８０（１番人気）� ５２９２（６番人気）
枠連票数 計 １９５９７８ 的中 （１－７） ４２２７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３５６８３ 的中 �� １１７７３６（１番人気）
馬単票数 計 ６３５６６７ 的中 �� ５４９５１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９６５１ 的中 �� ３２４７６（１番人気）�� ３５８０（１３番人気）�� ４０８６（１２番人気）
３連複票数 計１０５４５９３ 的中 ��� ３８６３６（４番人気）

上り １マイル １：４９．５ ４F ５４．０－３F ３９．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロザプラウ �
�
父 ウェイオブライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．７．４ 阪神３着

２００２．４．５生 �６栗 母 ニホンピロテイト 母母 ニホンピロビツキー 障害：７戦１勝 賞金 １８，２５０，０００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。
（非抽選馬） ５頭 スリーエリシオ号・ニシノアレックス号・フジヤマスウィープ号・マーブルジーン号・ラダマンテス号



０１０８９ １月２７日 曇 良 （２０京都１）第８日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

２４ 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 ５２４＋ ２１：３６．３ １．８�

６１１ ココシュニック 牝３芦 ５４ 武 豊吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４９０－ ２１：３６．９３� ５．３�
６１２ アグネスムーン 牝３鹿 ５４ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３．９�
２３ ナ バ ラ サ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４５８ ―１：３７．１１� ２１８．７�
１１ メイショウワカツキ 牝３青 ５４ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５２２＋ ２１：３７．３１� ７．８�
１２ スタンドフラワー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎深見 富朗氏 田所 清広 静内 棚川 光男 ４８２＋ ２１：３７．６２ ３３０．５�
８１６ キクノフレア 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 鮫川 啓一 ４７２＋１０１：３７．７クビ １２９．７	
４８ ハローマリリン 牝３栗 ５４ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４４４－１０１：３７．８� １２８．２

５１０ バトルミルク 牝３芦 ５４ C．ルメール 宮川 秋信氏 須貝 彦三 門別 モリナガファーム ４１６－ ４１：３８．２２� １５２．２�

（仏）

４７ オースミマコ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：３８．３クビ ５８．３
７１４ タカプリンセス 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦高木 高彦氏 浜田 光正 浦河 川部 義美 ４２４－ ８１：３８．４� ５５６．２�
５９ レインボーマグナム 牝３黒鹿５４ 幸 英明飯田総一郎氏 梅内 忍 門別 千葉飯田牧場 ４４８－１６ 〃 クビ ３５．６�
３５ ナムラエフォート 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４１６ ―１：３８．５� ３０７．７�
８１５ ミネルヴァアイ 牝３鹿 ５４ 小牧 太太田 美實氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４１２± ０１：３８．７１ ２８８．５�
７１３ マイネソシオ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４１８＋ ４１：３８．９１� ３１．１�

（１５頭）
３６ 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 ４４０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２９，３５８，１００円 複勝： ３７，６１７，２００円 枠連： ２４，８９２，７００円

普通馬連： ６７，５３３，１００円 馬単： ７３，２３２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９３５，８００円

３連複： １０５，４５１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６３，０２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（２－６） ２１０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２９３５８１（返還計 １７０７９） 的中 � １３２０５７（１番人気）
複勝票数 差引計 ３７６１７２（返還計 ２３３８７） 的中 � １６００９９（１番人気）� ５３６５４（３番人気）� ７５６８２（２番人気）
枠連票数 差引計 ２４８９２７（返還計 ３５９） 的中 （２－６） ９０３１２（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６７５３３１（返還計１２６９８２） 的中 �� １０５７７４（２番人気）
馬単票数 差引計 ７３２３２８（返還計１４０５０１） 的中 �� ６６２５７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４９３５８（返還計 ４３０８２） 的中 �� ３６７５２（２番人気）�� ５５１０７（１番人気）�� １８９２８（４番人気）
３連複票数 差引計１０５４５１２（返還計３７０１０４） 的中 ��� １９３８４０（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．４―４８．１―１：００．５―１：１２．５―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブーケフレグランス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１２．１ 阪神２着

２００５．５．２０生 牝３栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔競走除外〕 トーセンベルファム号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ミツワフラッグ号・メイショウリビエラ号
※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。



０１０９０ １月２７日 曇 良 （２０京都１）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・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 ３５０，０００
３５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２０．６
１：１９．０

良

良

４８ ヘヴンリークルーズ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：２３．８ ５．１�

２３ ヤマニンファンシー 牝３鹿 ５４ 角田 晃一土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４５８ ―１：２４．０１� １４．７�
７１４ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９０ ― 〃 ハナ ３．４�
６１１ テイエムモモタロー 牡３青鹿５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４８ ―１：２４．７４ １０８．１�
３５ キャプテンモーガン 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士吉田 和美氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ５０６ ―１：２４．９１� １３０．４�
６１２� レッドルンバ 牝３芦 ５４ C．ルメール 原 �子氏 加藤 征弘 愛 M. Parola ４３８ ― 〃 同着 ６．９�

（仏）

１２ � ロックオブサリサ 牝３鹿 ５４ 内田 浩一斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４５４ ―１：２５．３２� ７０．５	
５１０ ダンツバチアー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎山元 哲二氏 橋本 寿正 三石 森 政巳 ４７２ ―１：２５．４� ５５．５

１１ ア ロ ハ 牝３鹿 ５４ 生野 賢一�前川企画 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４２２ ― 〃 ハナ ２５．８�
８１６ ローレルスプレーモ 牡３青鹿５６ 石橋 守 �ローレルレーシング 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７２ ― 〃 クビ ５０．４
４７ セマナサンタ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４４４ ―１：２５．５クビ ９．２�
３６ ローランビゴラス 牡３鹿 ５６ 幸 英明斉藤 敏博氏 崎山 博樹 浦河 尾野 一義 ４８０ ―１：２５．７１	 ４．４�
８１５ メ ラ ト ニ ン 牡３青 ５６ 渡辺 薫彦加藤 厚子氏 福島 勝 静内 高橋 修 ４５４ ―１：２６．４４ ２１．８�
７１３ メイショウマゼラン 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４８４ ―１：２７．２５ ２１．２�
５９ ラバーソウル 牡３栗 ５６ 小林 徹弥薪浦 英稔氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４７４ ―１：２８．１５ １３５．８�
２４ クニサキマサオー 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 ４８６ ―１：３０．８大差 ２２９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３１９，１００円 複勝： ２０，２９０，１００円 枠連： ２０，４０２，９００円

普通馬連： ６２，７３０，１００円 馬単： ６２，３６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４８９，５００円

３連複： ９７，２５５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２９８，８４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２２０円 � ３７０円 � １４０円 枠 連（２－４） ２，３４０円

普通馬連 �� ３，７３０円 馬 単 �� ７，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ３８０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３１９１ 的中 � ２７０５７（３番人気）
複勝票数 計 ２０２９０１ 的中 � ２３７２２（３番人気）� １１２８８（６番人気）� ４９６２８（１番人気）
枠連票数 計 ２０４０２９ 的中 （２－４） ６４４６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６２７３０１ 的中 �� １２４２９（１５番人気）
馬単票数 計 ６２３６１３ 的中 �� ６５８３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４８９５ 的中 �� ３６３９（１５番人気）�� １３４２９（２番人気）�� ３７０８（１４番人気）
３連複票数 計 ９７２５５４ 的中 ��� １５６７３（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．８―１２．５―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．９―５８．４―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘヴンリークルーズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００５．１．１６生 牝３黒鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クニサキマサオー号は，平成２０年２月２７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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 エーシンプリファー号・グレイホーク号・グロッケンライン号・ケイエスラック号・スズカセレナード号・

スタンニング号・スプリングソング号・チョコフィオーレ号・テイエムオリンピア号・ドルバコスター号・
トーセンステージ号・ニシノシャア号・メルシーリファイン号

※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。



０１０９１ １月２７日 曇 良 （２０京都１）第８日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

１：３２．１
１：３１．５

良

良

６１１ 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 ４４４＋１０１：３５．７ １．５�

５９ グッドキララ 牡４鹿 ５６ 川田 将雅杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５２６＋ １１：３５．９１� ２４．４�
８１５ エイワンキセキ 牝４青鹿５４ 藤田 伸二荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４７２－ ６１：３６．１１ ３９．３�
１２ � ホウショウループ 牝４鹿 ５４ 福永 祐一芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green

Gates Farm ４９４－ ４ 〃 クビ １２．２�
４８ バクシンヒロイン 牝４栗 ５４ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４３２＋１２１：３６．２クビ ２１．３�
２３ 	 サクラアーバン 牝５鹿 ５５ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４４８－１７１：３６．４１
 １７９．９�
３６ スナークトモクン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内（有）石川牧場 ４８０± ０１：３６．６１� ３４．２	
６１２ ショウナンライジン 牡４芦 ５６ 武 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ８１：３６．９２ １７．８

１１ シャドウストリーム 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４６６－ ２１：３７．２２ １９．９�
３５ コパノオーシャンズ 牝４黒鹿５４ 柴田 善臣小林 祥晃氏 河内 洋 門別 ヤナガワ牧場 ４２０－１２１：３７．５２ ２９．１�
５１０ ナイスソニック 牡５黒鹿５７ 岩崎 祐己菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 野表 俊一 ５３０＋１２１：３７．８１� ３６７．７
８１６ ダイナミックルート 牡５鹿 ５７ 畑端 省吾小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ５１０＋ ４１：３８．１２ ３６４．８�
２４ � ゼットファースト 牡４栗 ５６ 池添 謙一�フォーレスト 田所 清広 英 J. Ellis ５１０＋ ２１：３８．８４ ４３．７�
７１３ シロキタベガ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠小西 和子氏 五十嵐忠男 鵡川 新井牧場 ４７６－ ４１：５７．６大差 ４４．５�
４７ シルヴァーピーク 牝４青鹿５４ C．ルメール 吉田 和美氏 佐々木晶三 門別 シンコーファーム ５１４＋１０ （競走中止） ５．９�

（仏）

（１５頭）
７１４	 オーナーズクリーク 牝４鹿 ５４ 佐久間寛志國立 治氏 鹿戸 明 浦河 金成吉田牧場 ４５２＋ １ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２９，９９７，６００円 複勝： ５８，８０８，３００円 枠連： ３０，３３３，２００円

普通馬連： １０２，３５６，１００円 馬単： １１４，７８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９４３，３００円

３連複： １５２，６４４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５１９，８７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４００円 � ５４０円 枠 連（５－６） １，３１０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ９１０円 �� ５，７９０円

３ 連 複 ��� ９，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２９９９７６（返還計 ４４６） 的中 � １５９３９０（１番人気）
複勝票数 差引計 ５８８０８３（返還計 ５４２） 的中 � ３７１１９４（１番人気）� １７４２４（６番人気）� １２０９２（８番人気）
枠連票数 差引計 ３０３３３２（返還計 １０８８） 的中 （５－６） １７２０７（５番人気）
普通馬連票数 差引計１０２３５６１（返還計 ６７５５） 的中 �� ５８６２３（５番人気）
馬単票数 差引計１１４７８７５（返還計 ８００７） 的中 �� ４８８６９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３０９４３３（返還計 ２１５１） 的中 �� １４１１２（６番人気）�� ８４９６（９番人気）�� １２３１（５５番人気）
３連複票数 差引計１５２６４４２（返還計 １６６２２） 的中 ��� １１７１８（３９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．５―１２．１―１２．４―１１．５―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．２―３４．７―４６．８―５９．２―１：１０．７―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンベガ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１０．９ 京都４着

２００３．３．３生 牡５黒鹿 母 ベ ガ 母母 アンテイツクヴアリユー １０戦３勝 賞金 ３３，２１６，０００円
〔競走除外〕 オーナーズクリーク号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔競走中止〕 シルヴァーピーク号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ダイナミックルート号の騎手畑端省吾は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 ダイナミックルート号は，競走中終始内側に逃避したことについて調教再審査。
〔その他〕 シロキタベガ号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

オーナーズクリーク号は，馬場入場後に膠着したことについて調教注意。
※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。



０１０９２ １月２７日 曇 稍重 （２０京都１）第８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）

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

４７ ポ ー ト ラ ヴ 牡４栗 ５６ 幸 英明水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５４２－ ４１：１１．４ ６．０�

２４ � 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± ０１：１１．５� ４．５�

４８ トウショウブリッツ 牡４鹿 ５６
５３ ▲田中 克典トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７０－ ４１：１２．０３ ４．１�
７１３	 サクラプレジャー 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 静内 山田牧場 ５１２＋ ２１：１２．１クビ ７．４�
７１４ ファインスティール 牡６鹿 ５７ 橋本 美純 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５３２＋ ８１：１２．２� ２２．８�
３６ イグザクトリー 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 �ノースヒルズマネ

ジメント 池添 兼雄 新冠 前川 隆範 ４７６－ ４１：１２．３� ６６．１	
１２ ナリタダンディ 
７鹿 ５７ 河北 通�オースミ 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５５６＋１０１：１２．４� ６８．３

８１５ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 角田 晃一 �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± ０１：１２．６１� １６２．４�
６１２ グローバルボンバー 牡７鹿 ５７ 武 幸四郎杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４９６＋ ４ 〃 ハナ ６７．７�
３５ コペルニクス 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４７２－１０１：１２．７クビ ２４．８
６１１� ホウショウルビー 牝５鹿 ５５

５２ ▲大下 智芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-
bred Bureau ５１４± ０ 〃 アタマ ６．２�

８１６� ネ オ ナ ー ト 牡６鹿 ５７ 川原 正一藤田 孟司氏 中竹 和也 米
Rio Claro Thorough-
breds, R. D. Hubbard
& C. Sczesny

４９０＋ ２１：１２．８� ９．４�
（兵庫）

２３ ダイゴカムイ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ５１６＋ ８ 〃 クビ １１７．４�
１１ ハードリレー 牡４栗 ５６ 小林 徹弥津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４４４－ ６１：１２．９� ２３．０�
５９ � ブ イ ト ー ル 牡５栗 ５７ 秋山真一郎前田 幸治氏 清水 出美 米 Curtis C.

Green B５２８＋ ２ 〃 ハナ ７２．１�
５１０� ピサノベガス 牡６芦 ５７ 藤田 伸二市川 義美氏 白井 寿昭 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

５０２＋ ２１：１３．９６ ４７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６３８，５００円 複勝： ４０，７３１，３００円 枠連： ３６，９８０，９００円

普通馬連： １２３，５７０，５００円 馬単： ９８，８８５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，００１，６００円

３連複： １７１，４８１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５３２，２８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－４） ５１０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６３８５ 的中 � ３５３５７（３番人気）
複勝票数 計 ４０７３１３ 的中 � ６６０４１（２番人気）� ６５５４９（３番人気）� ８３５４４（１番人気）
枠連票数 計 ３６９８０９ 的中 （２－４） ５４０５９（１番人気）
普通馬連票数 計１２３５７０５ 的中 �� ７９２００（３番人気）
馬単票数 計 ９８８８５２ 的中 �� ２８３４９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４００１６ 的中 �� １６１６４（４番人気）�� ２３３８９（１番人気）�� ２２０９９（２番人気）
３連複票数 計１７１４８１３ 的中 ��� ９３０４１（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．５―１１．８―１２．０―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポ ー ト ラ ヴ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．８．２６ 札幌１着

２００４．５．１４生 牡４栗 母 サラトガビューティ 母母 サラトガフラッシュ ５戦３勝 賞金 ２７，６１６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０５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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アグネスボゾン号・アレクシオス号・カゼノアルペジオ号・ゴービハインド号・セレスダイナミック号・

テイエムオーディン号・テラノフォースワン号・デンコウグラス号・トラベルシチー号・バトルサクヤビメ号・
ビッグポパイ号・フェザーウイング号・フォルテピアノ号・ホワイトペッパー号・メイショウモア号・
ユーセイハヤトオー号

※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。



０１０９３ １月２７日 曇 稍重 （２０京都１）第８日 第９競走 ��１，４００�
わ か な

若 菜 賞
発走１４時３５分 （ダート・右）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ ベストオブミー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４４４＋ ２１：２４．７ ４．８�

３５ 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 ４４４－ ２１：２５．６５ １．７�
７１４ サマーファインデイ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４６６＋ ２１：２６．１３ ９．９�
５１０ トップコマチ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３６－ ２１：２６．２� ６２．６�
４８ ファルネーゼ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４± ０ 〃 アタマ ７．７�
８１６ レディービスティー 牝３黒鹿５４ C．ルメールビスティーズホースユニオン 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：２７．１５ １２．２	

（仏）

２３ ヤサシイキモチ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４４４－ ８ 〃 ハナ ７７．４

１１ ハーバークイーン 牝３栗 ５４ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４８８－ ４１：２７．５２� １４２．８�
７１３ ナムラウィッシュ 牝３青鹿５４ 石橋 守奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４４８＋ ８ 〃 ハナ ４６．８�
５９ � ゼッタイヒルマン 牝３鹿 ５４ 川原 正一中島 稔氏 斉藤 裕 門別 沖田牧場 ４３４－ １１：２８．４５ １３３．２

（兵庫） （兵庫）

８１５ メイショウフウリン 牝３栗 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４４４－ ６１：２８．５� ５４．８�
６１１ コスモグラマラス 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 土井牧場 ４５６＋ ４１：２８．８１� ２５７．１�
２４ ラインルージュ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二大澤 繁昌氏 昆 貢 三石 タツヤファーム ４２２± ０１：２８．９� ３２．２�
３６ メジロシーゴー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ２０９．７�
４７ キャラメルチャン 牝３鹿 ５４ 幸 英明西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 桑嶋 峰雄 ４６８－ ６１：２９．３２� ６２．２�
６１２ ローテカリーノ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ４６０－１６１：２９．７２� ９２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，２０３，２００円 複勝： ７１，１７６，０００円 枠連： ３７，０２０，７００円

普通馬連： １６８，３６８，９００円 馬単： １２９，３０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，２０２，９００円

３連複： １６８，７５４，４００円 ３連単： ４６３，７９７，５００円 計： １，１２４，８３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－３） ４００円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４９０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ４２２０３２ 的中 � ７０６２８（２番人気）
複勝票数 計 ７１１７６０ 的中 � ７９４８６（２番人気）� ３７８０６０（１番人気）� ６３７０１（４番人気）
枠連票数 計 ３７０２０７ 的中 （１－３） ６８４８４（１番人気）
普通馬連票数 計１６８３６８９ 的中 �� ２９２１２６（１番人気）
馬単票数 計１２９３０６８ 的中 �� ８７０２８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４２０２９ 的中 �� ５７０４３（１番人気）�� １８７０１（６番人気）�� ５０３６７（２番人気）
３連複票数 計１６８７５４４ 的中 ��� １６２８１２（１番人気）
３連単票数 計４６３７９７５ 的中 ��� ７０４３６（８番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストオブミー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nashwan デビュー ２００７．７．１４ 函館１着

２００５．２．１生 牝３栗 母 フラワーアーチ 母母 Forest Flower ６戦２勝 賞金 １９，９４４，０００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 チャーミングシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０１０９４ １月２７日 曇 良 （２０京都１）第８日 第１０競走 ��
��２，２００�

こ は た

許 波 多 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）

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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５１０ ロードアンセム 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 門別 日高大洋牧場 ５０８± ０２：１５．２ ２９．８�

３６ ブラックシャンツェ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ５２０＋１２ 〃 ハナ ５．８�
１１ シルバーブレイズ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２２：１５．６２� ６．７�
４７ レーザーズエッジ 牡６鹿 ５７ 幸 英明泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 グランド牧場 ４８８＋ ８２：１５．９２ ３６．６�
３５ スズカストロング 牡４黒鹿５６ 生野 賢一永井 啓弍氏 橋本 寿正 浦河 辻 牧場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ ８９．２�
７１３ ミヤビランベリ 牡５栗 ５７ 武 豊村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９４－ ６２：１６．２１� ２．４	
７１４ テイエムサッカー 牡７栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４８４± ０２：１６．３� ２３７．７

８１５ デンコウミサイル 牡５栗 ５７ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５２２＋ ２２：１６．５１	 １３．７�
１２ エーシンダードマン 牡４青鹿５６ 角田 晃一平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９６＋１４２：１６．６� ７．０�
２３ ホーマンアラシ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦久保 久人氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７４± ０２：１６．７クビ ８．１
２４ ペネトレーター 牡７黒鹿５７ 柴田 善臣伊達 敏明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ６９．０�
５９ ジェネビアン 牡６鹿 ５７ 大下 智木村 哲也氏 梅内 忍 門別 野島牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ １５０．２�
６１２
 タガノトゥーリ 牝４栗 ５４ 畑端 省吾八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５２＋ ４２：１７．２３ ３１．９�
６１１
 ハギノメトロポリス 牡８黒鹿５７ 小牧 太日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８４＋ ４ 〃 クビ ７１．９�
８１６ パーフェクトラン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１４＋ ４２：１７．９４ ６９．２�
４８ ラッキーリップス 牡５黒鹿５７ 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７２＋ ６２：１９．１７ ３４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，４７７，４００円 複勝： ６０，４０３，７００円 枠連： ４４，６６３，７００円

普通馬連： ２０１，８４７，９００円 馬単： １２９，６７１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，７２７，６００円

３連複： ２１２，７３５，５００円 ３連単： ５００，５３０，８００円 計： １，２４１，０５８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９８０円 複 勝 � ６５０円 � ２１０円 � ２５０円 枠 連（３－５） ７，５９０円

普通馬連 �� ８，８６０円 馬 単 �� ２４，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５６０円 �� ３，０１０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １９，７１０円 ３ 連 単 ��� １６５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３９４７７４ 的中 � １０４７４（７番人気）
複勝票数 計 ６０４０３７ 的中 � ２００４６（８番人気）� ８８１０６（２番人気）� ６８３１８（３番人気）
枠連票数 計 ４４６６３７ 的中 （３－５） ４３４３（２２番人気）
普通馬連票数 計２０１８４７９ 的中 �� １６８１５（２３番人気）
馬単票数 計１２９６７１５ 的中 �� ３８６５（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１７２７６ 的中 �� ４８５２（２３番人気）�� ４０９６（２８番人気）�� １９７７６（７番人気）
３連複票数 計２１２７３５５ 的中 ��� ７９６９（５２番人気）
３連単票数 計５００５３０８ 的中 ��� ２２３０（４００番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．２―１１．８―１１．７―１２．７―１４．０―１２．５―１２．２―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．５―３５．７―４７．５―５９．２―１：１１．９―１：２５．９―１：３８．４―１：５０．６―２：０２．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードアンセム �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Kris デビュー ２００４．１２．５ 阪神６着

２００２．５．１４生 牡６栗 母 フロムビヨンド 母母 Magic of Life ２１戦４勝 賞金 ７３，０５８，０００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 アヴェンティーノ号・タガノファントム号・トロフィーディール号・フミノパッション号・ライオングラス号



０１０９５ １月２７日 曇 稍重 （２０京都１）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第１５回平安ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，１９．１．２０以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，１９．１．１９以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２４ クワイエットデイ 牡８黒鹿５７ 角田 晃一 �サンデーレーシング 松元 省一 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：５１．０ １６．７�

５９ メイショウトウコン 牡６黒鹿５８ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ ３．５�
３６ マコトスパルビエロ 牡４芦 ５５ 安藤 勝己眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５２８＋２２ 〃 アタマ ９．２�
７１３ ロングプライド 牡４鹿 ５６ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５２２＋ ６１：５１．１� ８．４�
６１１ マイネルアワグラス 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５２８＋ ８１：５１．２� ２１．２�
４８ � ボンネビルレコード 牡６鹿 ５９ 藤田 伸二塩田 清氏 堀井 雅広 門別 浜本 幸雄 ４８６＋ １１：５１．３クビ ４０．５	
７１４	 フェラーリピサ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米 Sarum Farm ５０４－ ２１：５１．４� ６．８

８１６ ド ン ク ー ル 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介山田 貢一氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１８＋ ２ 〃 クビ ４７．２�
２３ ドラゴンファイヤー 牡４栗 ５６ 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７４＋ ４１：５１．５� ３．６�
３５ 	 サトノスローン 牡５栗 ５６ C．ルメール 里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging

Oaks LLC ４６８＋ ６１：５１．７１
 ２５．８
（仏）

５１０ アドマイヤミリオン 牡４鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ６１：５１．８クビ ３５．４�
４７ ウインカーディナル 牡６黒鹿５６ 川原 正一�ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ １１３．７�

（兵庫）

１１ メイショウシャフト 牡５鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２６± ０１：５２．０１
 ４７．３�
６１２ ハ ス フ ェ ル 牡６栗 ５６ 渡辺 薫彦�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４６６＋ ２１：５２．６３� ２１９．０�
８１５ サンライズレクサス 牡５栗 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４５０＋ ４１：５２．９２ １８．７�
１２ トーホウレーサー 牡４栗 ５７ 幸 英明東豊物産� 川村 禎彦 新冠 松本 信行 ５３０＋１４１：５４．７大差 ８０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３６，７０９，６００円 複勝： １９７，３６０，１００円 枠連： １７１，２１５，３００円

普通馬連： ９２９，６３５，２００円 馬単： ５１３，８４４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２００，５１５，２００円

３連複： １，００６，４０２，３００円 ３連単： ２，１６０，４０７，６００円 計： ５，３１６，０８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � ４００円 � １７０円 � ３００円 枠 連（２－５） ５７０円

普通馬連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ８，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� １，９３０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ６，８３０円 ３ 連 単 ��� ６０，１００円

票 数

単勝票数 計１３６７０９６ 的中 � ６４５２３（６番人気）
複勝票数 計１９７３６０１ 的中 � １１１２５８（６番人気）� ３７５２９６（２番人気）� １５９０５３（５番人気）
枠連票数 計１７１２１５３ 的中 （２－５） ２２３６０２（２番人気）
普通馬連票数 計９２９６３５２ 的中 �� ２０７２５６（１２番人気）
馬単票数 計５１３８４４１ 的中 �� ４３９６２（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２００５１５２ 的中 �� ４５１８０（１０番人気）�� ２４８３９（２０番人気）�� ６０９１８（７番人気）
３連複票数 計１００６４０２３ 的中 ��� １０８７５０（１６番人気）
３連単票数 計２１６０４０７６ 的中 ��� ２６５３３（１６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．４―１２．４―１２．８―１２．３―１２．２―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３６．１―４８．５―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．８―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．４
１
３

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

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

クワイエットデイ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Alydar デビュー ２００２．１１．２ 京都４着

２０００．５．３１生 牡８黒鹿 母 アリーズデライト 母母 Sacred Journey ３９戦９勝 賞金 ２６８，４５３，０００円
〔発走状況〕 クワイエットデイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 オースミグラスワン号・カオリノーブル号・サヨウナラ号・ステキシンスケクン号・セフティーエンペラ号・

タガノデンジャラス号・トーホウアラン号・フィフティーワナー号・マイネルレーニア号・マルカキセキ号・
マルノマンハッタン号・ロードマジェスティ号

※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。



０１０９６ １月２７日 曇 稍重 （２０京都１）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １３，５００，０００円 ５，４００，０００円 ３，４００，０００円 ２，０００，０００円 １，３５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２３ 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± ０１：２４．５ １１．４�

７１４ カシノエスケイプ 牝５栗 ５５
５２ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０６＋ ４１：２４．６� ４．４�

４８ 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± ０１：２４．８１ ２．７�
３５ アグネストラベル 牡５栗 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 宮本 博 浦河 林 孝輝 ４８６＋１２ 〃 クビ １９．３�
１２ メイショウディオ 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５８８± ０１：２４．９� １０８．２�
６１２ ビッグアラミス 牡６黒鹿５７ C．ルメール 百万 武夫氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ４６４± ０１：２５．０クビ １３．１	

（仏）

５９ 	 ミスターケビン 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Strategy
Bloodstock ４８０± ０ 〃 ハナ ７．０


５１０ プ リ ュ ネ ル 牝６黒鹿５５ 福永 祐一前田 晋二氏 宮本 博 三石 土居 忠吉 ５１２＋１２１：２５．１� ９．４�
３６ タバスコムスメ 牝５鹿 ５５ 竹之下智昭八木 昌司氏 武 邦彦 門別 浦新 徳司 ４５０－ ２１：２５．２クビ １８１．７�
７１３
 タガノシャンハイ 牡６栗 ５７ 橋本 美純八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２４－ ８ 〃 アタマ ２５．３
４７ レ ソ ナ ル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠門野 重雄氏 北出 成人 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ６１：２５．３� １１．３�
１１ ホーマンブラヴォー 牡６栗 ５７ 小坂 忠士久保 久人氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４９２＋ ２１：２５．５１� １２３．２�
８１５ オヤマハリケーン �７栗 ５７ 柴田 善臣木下 秀一氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ５０２－ ２１：２６．３５ ４５．４�
２４ ブライティアカーム 牝７青鹿５５ 白浜 雄造小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５１２＋２０１：２６．７２� ２８８．３�
８１６
 ベリーベリナイス 牝４黒鹿５４ 千田 輝彦冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４５２＋１０１：２７．１２� ２３０．７�
６１１ ハナイチリン 牝５栗 ５５ 北村 浩平セゾンレースホース� 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 ４７８＋１２ 〃 ハナ ４４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，１３３，９００円 複勝： ７６，９８９，０００円 枠連： ７４，６４９，４００円

普通馬連： ２８２，０３６，０００円 馬単： １８７，２４４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，９９６，８００円

３連複： ２８９，４７７，６００円 ３連単： ７０６，９７３，２００円 計： １，７５５，５００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ２９０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（２－７） ２，３３０円

普通馬連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ７，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ５７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 ��� ２１，６２０円

票 数

単勝票数 計 ６０１３３９ 的中 � ４１８４７（６番人気）
複勝票数 計 ７６９８９０ 的中 � ５０８９５（７番人気）� １３２７１１（２番人気）� ２００９８７（１番人気）
枠連票数 計 ７４６４９４ 的中 （２－７） ２３７１６（１０番人気）
普通馬連票数 計２８２０３６０ 的中 �� ６９３７６（１１番人気）
馬単票数 計１８７２４４２ 的中 �� １８８９２（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７９９６８ 的中 �� １６６０１（１２番人気）�� ３１９７７（５番人気）�� ８７０８８（１番人気）
３連複票数 計２８９４７７６ 的中 ��� ８６０４４（４番人気）
３連単票数 計７０６９７３２ 的中 ��� ２４１４０（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．９―３４．７―４６．７―５９．１―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワーキングボーイ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．９．１０ 阪神１着

２００３．２．２１生 牡５鹿 母 ワーキングイオン 母母 ワーキングガール ２３戦５勝 賞金 ６７，８１３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アントニオマグナム号・ウィズインシーズ号・ウォーターバロン号・オネストジョン号・グランプリオーロラ号・

クリーン号・ゴッドヘイロー号・サクラランサー号・サテライトキャノン号・サワノブレイブ号・サンワードラン号・
シュンサイ号・ショウナンアクト号・セイウンプレジャー号・タイキフェアレディ号・タケデンイーグル号・
タータンフィールズ号・チョウカイシャトル号・ナナヨーヒマワリ号・ビクトリーテツニー号・ピサノフィリップ号・
ヒシアスペン号・ビッグジェム号・プリンスコウベ号・ヘイローフジ号・マチカネモエギ号・メジロファルカル号・
ヤマカツブライアン号・リーサムウェポン号・リーディングエッジ号

※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。



（２０京都１）第８日 １月２７日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２４９，１７０，０００円
８，５２０，０００円
２２，４８０，０００円
２，０２０，０００円
２６，４６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，２９７，０００円
５，７０４，８００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
４６４，１１７，９００円
７０３，０４３，８００円
５２２，７２１，５００円
２，１８９，２９０，７００円
１，５９５，７９４，３００円
５７５，８２７，９００円
２，６３７，４６２，０００円
３，８３１，７０９，１００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 １２，５１９，９６７，２００円

総入場人員 ２５，６６３名 （有料入場人員 ２４，９０７名）



平成２０年度 第１回京都競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４８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

１，９８２，５００，０００円
３７，４５０，０００円
１３３，９７０，０００円
１６，０５０，０００円
２１４，５００，０００円
５８０，０００円
５８０，０００円

５２１，８５５，０００円
４１，４３５，２００円
１４，６２４，８００円

勝馬投票券売得金
３，６１２，１５９，６００円
５，１９９，３３１，３００円
４，２８４，７１４，２００円
１７，９７５，０６１，１００円
１３，３０８，６３３，３００円
４，５２７，０８８，５００円
２０，９４８，５４６，７００円
２９，９３０，５７８，３００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 ９９，７８６，１１３，０００円

総入場延人員 ２３２，１８１名 （有料入場延人員 ２２６，４５０名）




