
０４０２６ ２月１０日 曇 不良 （２０京都２）第４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）

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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

４８ レディマハロ 牝３栗 ５４ 武 豊矢野 文雄氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４５４－ ２１：１４．１ ３．２�

５９ エリモリリパット 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山本 敏晴氏 福永 甲 えりも 能登 浩 ４３２－ ８１：１４．２� ４．０�
６１２ 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 ４１０＋ ２ 〃 ハナ ９．３�

８１６ タニノブロンクス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４２８－ ４１：１４．３� １２．０�
２４ 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 ４６８－ ４１：１４．８３ ９．９�
３５ パイナップルスノー 牝３芦 ５４ C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４８± ０１：１５．０１� １６．９	
（仏）

８１５ トーホウドレス 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４０６＋ ２ 〃 クビ ３３．２

３６ マイネアクトナイン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ２１：１５．１� ５．０�
６１１ ファイナルチャンス 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 �三石川上牧場 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４４２－ ２１：１５．７３� １４０．５�
２３ テンザンスセリ 牝３栗 ５４ 角田 晃一平野 澄江氏 松永 昌博 静内 安田 豊重 ４３４ ―１：１５．９１� １６３．８
４７ 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 ４２６＋ ２ 〃 クビ ９３．６�
１１ ト シ ア ツ キ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅上村 叶氏 藤沢 則雄 浦河 浦河小林牧場 ４２０－ ２ 〃 ハナ １８．５�
５１０ メイショウレーナ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明松本 好雄氏 福島 勝 門別 藤本ファーム ４５８＋ ４１：１６．２１� ７１．４�
１２ テイエムマイサクラ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４５８＋１８ 〃 クビ １０８．６�
７１４ パンチガール 牝３鹿 ５４ 石橋 守中野 正則氏 吉岡 八郎 浦河 村下牧場 ４５０＋ ６１：１７．９大差 １９６．５�
７１３ イーストレイク 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 門別 浜本 幸雄 ４０６ ―１：１８．０� １６８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９２４，３００円 複勝： ３３，１１０，７００円 枠連： ２３，６９１，７００円

普通馬連： ８３，０４１，４００円 馬単： ７９，７２１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６５１，９００円

３連複： １２８，２１８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３９４，３６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ５１０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ６１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９２４３ 的中 � ４９６７８（１番人気）
複勝票数 計 ３３１１０７ 的中 � ６８０５９（２番人気）� ７６９７５（１番人気）� ３２５２９（４番人気）
枠連票数 計 ２３６９１７ 的中 （４－５） ３４４７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８３０４１４ 的中 �� １００１９８（１番人気）
馬単票数 計 ７９７２１６ 的中 �� ４９３９９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６５１９ 的中 �� ２４８３７（１番人気）�� １００４７（７番人気）�� １３７２１（４番人気）
３連複票数 計１２８２１８６ 的中 ��� ５６５５５（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．０―１２．４―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．９―３５．９―４８．３―１：０１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディマハロ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００７．８．２６ 小倉６着

２００５．４．１１生 牝３栗 母 アイスダンシング 母母 Single Blade ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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 テイクザスカイ号・レイナウッド号
（非抽選馬） １頭 メイショウフェーヴ号
※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。



０４０２７ ２月１０日 晴 不良 （２０京都２）第４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

６１２ フサイチクリヨン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅関口 房朗氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８６± ０１：５４．１ ３．０�

５１０ オーミプレシャス 牡３黒鹿５６ 石橋 守岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４３４－ ２１：５５．２７ ２３．７�
１２ 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 ４８６＋ ２１：５５．３クビ ４．３�
３５ メイショウユウシャ 牡３栗 ５６ C．ルメール 松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４８４± ０１：５５．６１� ３．５�

（仏）

４８ 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 ４５６－ ４１：５６．０２� ３０．２�
３６ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５００－１０１：５６．１クビ １５．１�
５９ コ ス モ ニ エ 牡３鹿 ５６ 酒井 学岡田 繁幸氏 須貝 彦三 門別 石原牧場 ４５８＋ ４１：５６．４１� ２４９．０	
４７ タガノグランディス 牡３黒鹿５６ 角田 晃一八木 良司氏 柴田 政見 新冠 山岡ファーム ５０８± ０１：５６．６１� １９．９

２３ 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 ４３０－ ４１：５６．８１� ４６．８�
８１６ ハギノリーデル 牡３栗 ５６ 武 幸四郎日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B５１６－ ２１：５７．４３� ６１．４�
７１４ セイウンタナビク 牡３黒鹿５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４５２－ ４１：５８．０３� １８．４
８１５ アグネスアンフィニ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ５３６＋ ６ 〃 同着 １１０．５�
７１３ ラピドフレチャ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三冨沢 敦子氏 崎山 博樹 門別 藤本 友則 ４７４－ ４１：５８．１� １５６．２�
２４ メイショウヘディン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 ４４４＋ ６１：５８．４２ １８８．５�
６１１ テイエムライダー 牡３鹿 ５６ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４７８＋ ６１：５９．１４ ３０６．２�
１１ テラノカントリー 牡３青鹿５６ 武 豊寺田 寿男氏 清水 出美 門別 下河辺牧場 ５３０－ ２ （競走中止） １０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４６２，１００円 複勝： ２９，５６３，４００円 枠連： ２７，０１９，５００円

普通馬連： ８３，７３３，６００円 馬単： ８１，３８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３８４，４００円

３連複： １２９，５１７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９７，０６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ４３０円 � １６０円 枠 連（５－６） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ３３０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９４６２１ 的中 � ５１７２２（１番人気）
複勝票数 計 ２９５６３４ 的中 � ６４７５４（２番人気）� １２８２４（７番人気）� ５４３３１（３番人気）
枠連票数 計 ２７０１９５ 的中 （５－６） ８２１４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ８３７３３６ 的中 �� ２６１０７（７番人気）
馬単票数 計 ８１３８０７ 的中 �� １６９２４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３８４４ 的中 �� ６１５８（１６番人気）�� ２２８１６（３番人気）�� ５８８９（１７番人気）
３連複票数 計１２９５１７３ 的中 ��� ３２４６４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．９―４９．７―１：０２．６―１：１５．５―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４F５１．５―３F３８．６
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチクリヨン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danehill デビュー ２００８．１．１３ 京都４着

２００５．２．６生 牡３鹿 母 リボーズシークレット 母母 Glim ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔競走中止〕 テラノカントリー号は，競走中に疾病〔右第３中足骨開放骨折〕を発症し，１コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０２８ ２月１０日 晴 不良 （２０京都２）第４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

４８ マ サ ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 武 幸四郎丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５２０＋ ２１：２６．０ １１．６�

５９ メイショウイッキ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好�氏 安田伊佐夫 浦河 浦河日成牧場 ４６８± ０１：２６．１� ３．３�
３５ ブラックルーラー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ １１．０�
１２ 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 ４８０－ ８１：２６．７３� ３８．３�
３６ 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 ４９２＋ ２１：２６．８� ２．５�
２４ ヤマニンデューン 牡３栗 ５６ 川田 将雅土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 ４５６－ ４１：２７．０１� ４．９�
２３ ナスノギンガ 牝３芦 ５４

５１ ▲田村 太雅	須野牧場 五十嵐忠男 三石 前田 宗将 ４３２± ０１：２７．３２ ５６．８

８１５ マルシゲヨカニセ 牡３栗 ５６ 幸 英明坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２５８．３�
６１２ 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± ０１：２７．５１� ２１４．３�
１１ ア ー ラ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 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 ４３６－ ２１：２７．６� ４３．４�
４７ ブライトティース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 久保農場 ４９０－ ４１：２７．７� ２４４．５�
５１０ キーボックス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ５２２－ ６１：２８．０１� ５１．５�
７１４ タガノトスカーナ 牡３栗 ５６ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０＋ ８１：２８．５３ １８．９�
８１６ ロックエンジン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 B４６０－ ６１：２８．６� １１７．５�
７１３ バトルパリジェンヌ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智宮川 秋信氏 福島 信晴 浦河 杵臼牧場 ４２６－ ２１：２８．８１� ２８４．３�
６１１ シゲルウィッシュ 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 克典森中 蕃氏 坪 憲章 三石 沖田 繁 ４４４± ０１：２９．４３� ３３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９５５，３００円 複勝： ３８，５５３，４００円 枠連： ３０，５８３，５００円

普通馬連： ９９，２４１，６００円 馬単： １０５，０８８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３２２，４００円

３連複： １５６，３８５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４９２，１２９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３９０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ２，０２０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ５，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� １，４１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７９５５３ 的中 � １９０９６（５番人気）
複勝票数 計 ３８５５３４ 的中 � ２０２９９（６番人気）� １０４６６９（２番人気）� ３２９８６（４番人気）
枠連票数 計 ３０５８３５ 的中 （４－５） １１２００（８番人気）
普通馬連票数 計 ９９２４１６ 的中 �� ２８８８４（１０番人気）
馬単票数 計１０５０８８５ 的中 �� １３３４２（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３２２４ 的中 �� ９４５７（１０番人気）�� ５７６９（１５番人気）�� １５３８４（５番人気）
３連複票数 計１５６３８５２ 的中 ��� ２４０４８（１５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３９．０
３ ２－（１０，１５）－（５，１４）（８，１３，６）４（７，１６）１２，３（１，９）－１１ ４ ２－（１０，１５）－５，８（４，６，１４）－１３，７（１，１２，１６，９）３＝１１

勝馬の
紹 介

マ サ ヤ マ ト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００７．１１．１８ 京都２着

２００５．３．５生 牡３栗 母 エーピージェリカ 母母 サクラアンジエリカ ５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マーベラスブレイド号



０４０２９ ２月１０日 晴 不良 （２０京都２）第４日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１２ ニケダイヤモンド 牡３黒鹿５６ C．ルメール 松浦 正厚氏 浅見 秀一 浦河 津島 優治 ５０４－ ２１：５５．６ ２４．２�
（仏）

４７ ピエナミッチー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６２－ ８ 〃 クビ ６７．６�
６１２ 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± ０１：５５．９１� ５．９�
２４ 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 ４６２－ ４１：５６．０� １１．６�
５１０ ゴーフォアブローク 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４９４－ ２１：５６．１� ５．９�
５９ ケイアイマクラレン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一亀田 守弘氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 B５０６－ ４１：５６．２� ２．０�
８１６ エスジービンゴ 牡３黒鹿５６ 千田 輝彦窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６４－ ４１：５６．９４ ２０２．３	
８１５ メジロジーニー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥
メジロ牧場 河内 洋 洞爺 メジロ牧場 ４９４＋１４ 〃 アタマ ６０．３�
２３ � エドワードバローズ 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 中竹 和也 英 Carmel Stud ４３４－ ２１：５７．２１� ５４．４�
７１４ イ チ ト ク 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ５０２－ ４１：５８．０５ ２３７．４
７１３ コンドルラパス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎井高 義光氏 小原伊佐美 静内 井高牧場 ４７８－ ８ 〃 アタマ ２２１．１�
６１１ シャドウアックス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海飯塚 知一氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－１０１：５８．１クビ ５７．９�
１１ 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 ４７６－ ８１：５８．５２� １１２．１�
３５ ロードインペリアル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４９６＋ ４１：５９．０３ ５．６�
４８ マルタカスカイ 牡３栗 ５６ 池添 謙一高橋 義和氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４４８＋ ２２：００．６１０ １２６．７�
３６ シャインエッセンス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅
宮内牧場 木原 一良 浦河 杵臼牧場 ４２０± ０２：００．７� ３８２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５６９，７００円 複勝： ４３，１６５，７００円 枠連： ３２，３１３，２００円

普通馬連： ９４，８５４，２００円 馬単： １０４，４５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０４４，４００円

３連複： １５０，１５８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４８３，５６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４２０円 複 勝 � ７２０円 � ２，１７０円 � ２５０円 枠 連（１－４） １５，４８０円

普通馬連 �� ４８，９２０円 馬 単 �� １２０，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，２３０円 �� １，５５０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� ７２，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６５６９７ 的中 � ８６６４（６番人気）
複勝票数 計 ４３１６５７ 的中 � １４８０３（６番人気）� ４５４７（１０番人気）� ５４７２８（２番人気）
枠連票数 計 ３２３１３２ 的中 （１－４） １５４１（２３番人気）
普通馬連票数 計 ９４８５４２ 的中 �� １４３１（５１番人気）
馬単票数 計１０４４５９９ 的中 �� ６４０（１０７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０４４４ 的中 �� ７５７（４７番人気）�� ５２３７（１４番人気）�� １９２２（３１番人気）
３連複票数 計１５０１５８１ 的中 ��� １５３３（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３７．４―５０．７―１：０４．３―１：１７．５―１：３０．０―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニケダイヤモンド �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００７．７．２１ 新潟３着

２００５．４．２９生 牡３黒鹿 母 レディジュエル 母母 レイディアック １１戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
〔発走状況〕 メジロジーニー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャインエッセンス号は，平成２０年３月１０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 マーベラスウイル号
（非抽選馬） ２頭 スタンニング号・ニホンピロルブラ号
※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。



０４０３０ ２月１０日 晴 稍重 （２０京都２）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３１．５

良

良

４８ プラティコドン 牝３鹿 ５４ 武 豊前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４ ―１：３７．８ ３．８�

８１６ ブラストダッシュ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８０ ―１：３８．０１� ３６．５�
６１２ アルトップラン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９４ ― 〃 クビ １３．４�
５１０ ヒカルカザブエ 牡３黒鹿５６ 柴原 央明�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８４ ―１：３８．１� ７９．７�
７１４ スズカコング 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎永井 啓弍氏 橋田 満 平取 清水牧場 ４７４ ―１：３８．３１� ６７．２�
３５ カノヤトップレディ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４４６ ―１：３８．９３� ３３．３�
８１５ ニシノシャア 牡３鹿 ５６ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８６ ― 〃 クビ ２９．７	
５９ シルクウォリアー 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智有限会社シルク梅内 忍 新冠 越湖ファーム ４７０ ―１：３９．０� １５９．９

３６ アドマイヤアマゾン 牝３青鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 静内 グランド牧場 ４５６ ―１：３９．１� ２１．８�
１２ テツゴールド 牡３黒鹿５６ 石橋 守木村 哲也氏 新川 恵 門別 野島牧場 ４７２ ― 〃 アタマ ２８．９�
２３ スズカセレナード 牝３栗 ５４ 南井 大志永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ３９８ ―１：３９．３１� ６４．０
６１１ メルヴィーユ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田中 克典�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４７２ ―１：３９．７２� ５８．２�
７１３ ドルバコスター 牡３鹿 ５６ C．ルメール 青山 洋一氏 森 秀行 追分 追分ファーム ４７４ ―１：３９．８� ９．５�

（仏）

４７ ゴッドエンブレム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４７８ ―１：３９．９クビ １．８�
１１ ネオファロス 牡３栗 ５６ 松岡 正海小林 仁幸氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５３６ ―１：４５．１大差 ５０．７�

（１５頭）
２４ コウセイスイート 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士杉安浩一郎氏 境 直行 門別 長田ファーム ４４６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ３０，４４７，４００円 複勝： ３０，５６６，２００円 枠連： ４０，３１８，６００円

普通馬連： ８７，９１１，３００円 馬単： １００，８６２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３４２，１００円

３連複： １４０，６７７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４６１，１２５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ７５０円 � ３３０円 枠 連（４－８） １，０６０円

普通馬連 �� ５，０２０円 馬 単 �� ６，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ８６０円 �� ３，８７０円

３ 連 複 ��� １７，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３０４４７４（返還計 １１２７） 的中 � ６４２０５（２番人気）
複勝票数 差引計 ３０５６６２（返還計 １８８７） 的中 � ６６８８９（２番人気）� ８３９３（９番人気）� ２２５７２（４番人気）
枠連票数 差引計 ４０３１８６（返還計 ２９４） 的中 （４－８） ２８２５５（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ８７９１１３（返還計 １４２６８） 的中 �� １２９３４（１７番人気）
馬単票数 差引計１００８６２３（返還計 １３６０７） 的中 �� １１０７６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３０３４２１（返還計 ６２１４） 的中 �� ４５０４（１６番人気）�� ９０８２（６番人気）�� １８６９（３８番人気）
３連複票数 差引計１４０６７７８（返還計 ３９７７３） 的中 ��� ６０６７（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．５―３６．６―４９．３―１：０１．８―１：１３．７―１：２５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０
３ ・（８，１１）１４，２，１６（７，１５）（１２，５）３（９，１３，６）１０＝１ ４ ８（１１，１４）２（１５，１６）（７，１２，５，１０）－（３，６）（９，１３）＝１

勝馬の
紹 介

プラティコドン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Danzig 初出走

２００５．２．１８生 牝３鹿 母 サンタムール 母母 アンブロジン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 コウセイスイート号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオファロス号は，平成２０年３月１０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１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 ウツセミ号・キタサンイチ号・ゴールドバルザック号・シュラーガー号・シロキタカーニバル号・

ジーティーアンティ号・セトノアンテウス号・チェスナットシチー号・テキーラ号・トロピカルガイ号・
トーセンモナーク号・ニホンピロスピカ号・ピサノグレース号・フィーユ号・マスベルマン号・ロザリオ号・
ロワゾブルー号

※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。



０４０３１ ２月１０日 晴 不良 （２０京都２）第４日 第６競走 ��
��１，２００�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，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

７１１ リリーハーバー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ５０４＋ ４１：１１．９ １１．５�

４５ ローランバーク 牡４栗 ５７ 四位 洋文斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４６６－ ６１：１２．１１ １４６．３�
８１４ ワンダープロ 牡５栗 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４９６＋２４１：１２．２� ２５．７�
３３ � マルターズビクター 牡６鹿 ５７ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &

Sergio De Sousa ５６２± ０１：１２．４１	 １３．７�
６９ � ワンダーリッジ 牡７栗 ５７ 石橋 守山本 信行氏 羽月 友彦 米 Green Hill Stud

International ４９２－ ６１：１２．６１ ２７．８�
６１０ トーセンマキシマム 牡４栗 ５７ 幸 英明島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７４＋ ４ 〃 クビ ７．２�
２２ ラスカルデューク 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 	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 ４４２－ ２ 〃 アタマ ３３．２

５８ スズカトップ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５０６－ ２１：１２．９２ ２．６�
１１ クレバージェフリー 牡５鹿 ５７ 武 豊田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５４± ０１：１３．０クビ １０．１
５７ 
 サ ク ラ モ サ 牡５栗 ５７ 川田 将雅	さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４９２＋１８１：１３．１� ８６．０�
８１３
 バリバリセレブ 牡４鹿 ５７ C．ルメール 	ゴールドレーシング 森 秀行 門別 豊郷牧場 ４６８± ０１：１３．２� ４．４�

（仏）

７１２� アクロスザスター 牡４栗 ５７ 秋山真一郎前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla
Wolfson ５２８± ０１：１３．３クビ １５．０�

３４ � エイワショウグン 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎永井公太郎氏 松山 康久 米
Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

B５６２－ ８１：１３．５１� ２０．８�
４６ ウィズインデザート 牡４栗 ５７

５４ ▲田中 克典内藤 耕造氏 梅田 康雄 静内 キヨタケ牧場 ４９２＋１６１：１４．２４ ７７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，０３１，０００円 複勝： ４１，５３６，１００円 枠連： ３５，２０８，２００円

普通馬連： １１５，７０５，７００円 馬単： １０５，７５２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５０２，３００円

３連複： １６６，９１１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５２８，６４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ４００円 � ２，７５０円 � １，０６０円 枠 連（４－７） １１，４２０円

普通馬連 �� ４１，４４０円 馬 単 �� ７４，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，５４０円 �� ４，２１０円 �� ２０，８３０円

３ 連 複 ��� ３０２，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０３１０ 的中 � １９３５６（５番人気）
複勝票数 計 ４１５３６１ 的中 � ３０８８１（５番人気）� ３６７２（１３番人気）� ９９９５（１１番人気）
枠連票数 計 ３５２０８２ 的中 （４－７） ２２７７（３０番人気）
普通馬連票数 計１１５７０５７ 的中 �� ２０６１（６７番人気）
馬単票数 計１０５７５２６ 的中 �� １０５１（１２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５０２３ 的中 �� ８２７（６７番人気）�� ２０９６（４６番人気）�� ４１７（８２番人気）
３連複票数 計１６６９１１０ 的中 ��� ４０７（２９１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．９―１２．１―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．２―４７．３―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーハーバー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．９．２４ 中京４着

２００４．４．２８生 牡４黒鹿 母 ワールドグローリーⅡ 母母 Only Queens １２戦２勝 賞金 １７，２５０，０００円
※出走取消馬 ウグイスジョウ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）・ラホールフォート号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） ２頭 エイコーロマン号・ブラックスティング号
※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。



０４０３２ ２月１０日 晴 稍重 （２０京都２）第４日 第７競走 ��１，８００�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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ アドマイヤムサシ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 門別 日西牧場 ４９４＋ ４１：４９．３ １５．８�

５８ ハンドレッドスコア 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 中尾 秀正 白老 白老ファーム ４９０－ ８ 〃 アタマ ５．３�
７１３ タイカーリアン 牡４鹿 ５６ 幸 英明�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ４．６�
２３ シゲルタック 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７８＋ ４１：４９．６２ １．７�
７１２ ゼンノベリル 牡４青鹿５６ 武 幸四郎大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４３２－ ８１：４９．７クビ ７８．３�
６１１ スナークトモクン 牡４鹿 ５６ 川田 将雅杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内（有）石川牧場 ４７８－ ２１：４９．８� ２０．７�
２２ デ ル マ ア ン 牝４鹿 ５４ 武 豊浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４５８－ ４１：５０．２２� ２２．２	
３４ フロントダッシュ 牡４鹿 ５６ 田嶋 翔池田 豊治氏 小島 貞博 新冠 中本 隆志 ４７６＋ ６ 〃 アタマ １７６．２

８１４ カ ス タ リ ア 牝５鹿 ５５ 角田 晃一吉田 勝己氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４３０－ ６１：５０．３� １００．４�
３５ ダイナミックターン 牡５栗 ５７ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４８０± ０１：５１．１５ ２１２．５�
５９ マイネインティマ 牝４黒鹿５４ 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 B４３４± ０１：５１．２� ４０．０�
６１０� マヤノアシビ 牝４黒鹿５４ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６４－ ９ 〃 アタマ ３５．６�
１１ シンボリハイドン 牡４鹿 ５６ 石橋 守シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７４＋ ２１：５１．５１� １３８．２�
８１５� オーナーズクリーク 牝４鹿 ５４ 菊地 昇吾國立 治氏 鹿戸 明 浦河 金成吉田牧場 ４４６－ ５１：５１．８２ ３０１．８�
４６ � タガノトップガン 牡４栗 ５６ 畑端 省吾八木 良司氏 吉田 直弘 門別 正和山本牧場 ４８０－１４１：５４．２大差 ６９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，８９１，９００円 複勝： ５１，００４，７００円 枠連： ３５，２１９，５００円

普通馬連： １１９，４０７，３００円 馬単： １２７，８９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５６０，９００円

３連複： １７９，９１８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５８２，８９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４５０円 � ２９０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ２，５７０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� １０，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ８２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３８９１９ 的中 � １６９５５（４番人気）
複勝票数 計 ５１００４７ 的中 � ２６４３１（４番人気）� ４５５４３（３番人気）� ７６６５５（２番人気）
枠連票数 計 ３５２１９５ 的中 （４－５） １０１３７（９番人気）
普通馬連票数 計１１９４０７３ 的中 �� ２１４５３（１１番人気）
馬単票数 計１２７８９６７ 的中 �� ８９１１（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５６０９ 的中 �� ６６０９（１２番人気）�� １０５６３（７番人気）�� １８３３７（４番人気）
３連複票数 計１７９９１８３ 的中 ��� ２２０１５（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．１―１：００．７―１：１３．１―１：２５．３―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤムサシ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Woodman デビュー ２００４．６．２７ 阪神２着

２００２．３．１１生 牡６鹿 母 ビワプリムラ 母母 ウッドストリーム ２７戦３勝 賞金 ５２，９４７，０００円
〔発走状況〕 オーナーズクリーク号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノトップガン号は，平成２０年３月１０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シーコンチェルト号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）



０４０３３ ２月１０日 晴 不良 （２０京都２）第４日 第８競走 ��１，４００�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，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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１３ ベルモントプロテア 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント
ファーム ４８２＋ ６１：２４．５ ７５．７�

３５ レゾリューション 牝４栗 ５５ C．ルメール �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４８２＋ ８１：２４．６クビ ５．３�

（仏）

２４ ワーキングウーマン 牝４黒鹿５５ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８± ０１：２４．７� ５．７�

８１６ ショウナンラノビア 牝５栗 ５５ 松岡 正海国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：２５．０１� ６．３�
５１０ スマートストーム 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４７２＋ ２１：２５．１� ２．７�
５９ ホワイトペッパー 牝６芦 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８１：２５．２� ９．６	
４７ 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 ５１２＋ ４ 〃 クビ ５６．１

６１１ エターナルサーガ 牝５鹿 ５５ 幸 英明 �ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４５０－ ２１：２５．５２ ２６．５�
１１ アドマイヤイチ 牝６鹿 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ５１４＋ ２１：２５．６� ３０．９�
７１４ ナムラクニヒメ 牝５青鹿５５ 酒井 学奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ２６１．３
８１５ クロカンブッシュ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３２± ０１：２５．７クビ ６１．９�
１２ ノーストピア 牝７鹿 ５５ 池添 謙一�平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４６４＋１０１：２６．３３� １８１．８�
６１２ ブラックホール 牝４鹿 ５５

５２ ▲田中 克典 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ６１：２６．５１� ２０６．５�

２３ キョウエイシンファ 牝６黒鹿５５ 秋山真一郎インターナシヨナル
ホース� 的場 均 門別 インターナシヨナル牧場 B４６２－ ４１：２６．９２� ３８．９�

３６ ドナプレミア 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲大下 智山田 貢一氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４７８＋ ８１：２７．３２� １００．７�

４８ イカガデスカ 牝４鹿 ５５ 武 豊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４９２± ０１：２７．７２� １０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，３６３，４００円 複勝： ５５，３８４，８００円 枠連： ４６，５５７，３００円

普通馬連： １６５，１１７，１００円 馬単： １４３，２４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，７６１，７００円

３連複： ２３１，０６７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ７２８，５００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，５７０円 複 勝 � １，３７０円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（３－７） １２，６７０円

普通馬連 �� ２１，８３０円 馬 単 �� ６０，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，５９０円 �� ５，５４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３４，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３８３６３４ 的中 � ３９９５（１２番人気）
複勝票数 計 ５５３８４８ 的中 � ８０６４（１２番人気）� ７８５４４（３番人気）� ８２５０２（２番人気）
枠連票数 計 ４６５５７３ 的中 （３－７） ２７１２（２８番人気）
普通馬連票数 計１６５１１７１ 的中 �� ５５８４（４５番人気）
馬単票数 計１４３２４８６ 的中 �� １７４０（１１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８７６１７ 的中 �� ２０５４（４８番人気）�� ２０７５（４７番人気）�� ２３０７８（５番人気）
３連複票数 計２３１０６７２ 的中 ��� ４８８０（９１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．７―１２．５―１２．３―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．８―４７．３―５９．６―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントプロテア �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．８．１９ 小倉１着

２００４．４．１生 牝４黒鹿 母 エスケイチャーミイ 母母 アランフエス １４戦３勝 賞金 ２６，７００，０００円
※クロカンブッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０３４ ２月１０日 晴 稍重 （２０京都２）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

ば い か

梅 花 賞
発走１４時３５分 （芝・右・外）

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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３４ ダンツウィニング 牡３鹿 ５６ C．ルメール 山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ５２８＋ ４２：３０．５ ２．２�
（仏）

８１４ テイエムチーター 牡３青鹿５６ 橋本 美純竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４４０－ ４２：３０．７１� ２８．９�
４５ セイカアニマート 牡３栗 ５６ 川田 将雅久米 誠氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム ４５４－ ４２：３０．８� ２２．７�
７１１ スプリングジーン 牝３栃栗５４ 松岡 正海加藤 春夫氏 相沢 郁 様似 堀 弘康 B５００＋ ２ 〃 ハナ ２９．５�
２２ セ ン ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 武 豊河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４７８－ ６２：３１．０１� １６．１�
８１３ 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 ４９６－ ４２：３１．１� ９．６�
７１２ グ リ フ ィ ス 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 	キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４２：３１．２クビ ２１．６

４６ レディービスティー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一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± ０２：３１．７３ １９．７�
５７ スマートレディー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４１４－ ２２：３１．８クビ ３１．８�
６１０ ドリームアビーム 牡３鹿 ５６ 角田 晃一セゾンレースホース� 松元 茂樹 新冠 コスモヴューファーム ４５８－ ６２：３２．２２� １５．３
１１ ダノンシーガルズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�ダノックス 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ２２：３２．３� ６．８�
５８ メイショウフウリン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４４４± ０２：３２．６１� １４７．１�
６９ ホワイトピルグリム 牡３芦 ５６ 幸 英明	ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５０－ ２２：３３．３４ ２２．４�
３３ ドリームキューブ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－ ４２：３３．５１� ８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，０６０，１００円 複勝： ６２，５４０，６００円 枠連： ６２，５５７，９００円

普通馬連： ２１２，８９１，７００円 馬単： １５１，６９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，０４９，６００円

３連複： ２２６，７１９，６００円 ３連単： ５２５，７７１，４００円 計： １，３４８，２８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ４７０円 � ４７０円 枠 連（３－８） ６４０円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ３，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ８１０円 �� ４，１４０円

３ 連 複 ��� １０，２９０円 ３ 連 単 ��� ３６，９７０円

票 数

単勝票数 計 ４７０６０１ 的中 � １７３７６９（１番人気）
複勝票数 計 ６２５４０６ 的中 � ２０８０６４（１番人気）� ２５６８５（１０番人気）� ２５６９６（９番人気）
枠連票数 計 ６２５５７９ 的中 （３－８） ７２６６２（１番人気）
普通馬連票数 計２１２８９１７ 的中 �� ６６０８０（９番人気）
馬単票数 計１５１６９５０ 的中 �� ３４５４３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９０４９６ 的中 �� １６２５６（８番人気）�� １８６４７（６番人気）�� ３３４５（６１番人気）
３連複票数 計２２６７１９６ 的中 ��� １６２７２（３９番人気）
３連単票数 計５２５７７１４ 的中 ��� １０４９８（１１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．９―３５．３―４８．２―１：０１．５―１：１４．５―１：２７．８―１：４０．８―１：５３．７―２：０５．９―２：１８．３

コーナー
通過順位

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

２
４

・（１０，３）（１，９）１３，２，６（７，４，１４）（５，１２）（８，１１）・（１０，３）（９，１３）（２，１，４，６）（７，１１，５，１２）（８，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツウィニング �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００７．１１．１１ 東京１着

２００５．５．２生 牡３鹿 母 テーケーレディー 母母 メロウマダング ５戦２勝 賞金 ２１，２９４，０００円
〔制裁〕 ダンツウィニング号の騎手C．ルメールは，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１０，０００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。



０４０３５ ２月１０日 晴 不良 （２０京都２）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

きたやま

北山ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．２．３以降２０．２．４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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３６ ナナヨーヒマワリ 牡７栗 ５７ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５１６± ０１：５１．４ ５．３�

４７ プログレスエバー 牡５鹿 ５４ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６６± ０１：５１．５クビ ２８．４�
１２ フィールドオアシス 牡５鹿 ５６ 四位 洋文吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：５１．７１� ７．７�
８１５ カリオンツリー 牡５鹿 ５６ C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５３２＋ ４ 〃 ハナ ４．７�

（仏）

２３ キングトップガン 牡５鹿 ５７ 松岡 正海池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ５．９�
６１１ シルククルセイダー 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介有限会社シルク領家 政蔵 門別 タバタファーム ５２８＋２４１：５１．８クビ ２４．１�
４８ タガノサイクロン 牡５黒鹿５８ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４９２＋ ６ 〃 クビ ４．０	
８１６ ク リ ー ン 牡４鹿 ５６ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５９６＋１６１：５１．９� ２０．２

７１３� タガノシャンハイ 牡６栗 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２８＋ ４１：５２．０� ４４．０�
３５ シーサンダー 牡６鹿 ５３ 川田 将雅藤田 宗平氏 藤沢 則雄 浦河 野村 正 ５２０＋ ８１：５２．４２� ５１．４�
１１ ヤマタケゴールデン 牡５栗 ５４ 岩田 康誠山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ５００＋ ８１：５２．６１	 １４．８
６１２ セルフリスペクト 牡７鹿 ５４ 田村 太雅臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９８＋１８１：５２．７クビ ７７．９�
２４ オネストジョン 牡４鹿 ５５ 酒井 学藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 ５３４＋ ６１：５３．１２� ２３．０�
７１４� サーチエネミー 
６鹿 ５３ 長谷川浩大 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４５０－ ６１：５３．３１� ２４１．０�
５１０ グランパティシエ 
７黒鹿５３ 小坂 忠士 �サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ４１：５４．３６ １０９．８�
５９ チザルピーノ 牡７鹿 ５３ 石橋 守金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム B５２８－ ４１：５７．０大差 １７１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，３２６，１００円 複勝： ８９，７９３，９００円 枠連： ７１，５３５，３００円

普通馬連： ３１４，６０９，７００円 馬単： １９２，８９１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，０３４，４００円

３連複： ３１４，７４３，４００円 ３連単： ７１７，６１０，１００円 計： １，８２６，５４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � ６７０円 � ２７０円 枠 連（３－４） ７９０円

普通馬連 �� ７，２４０円 馬 単 �� １２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� ７２０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� １５，７１０円 ３ 連 単 ��� １０１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ５０３２６１ 的中 � ７４９４５（３番人気）
複勝票数 計 ８９７９３９ 的中 � １６９４７４（２番人気）� ２８１４４（８番人気）� ８５４５５（５番人気）
枠連票数 計 ７１５３５３ 的中 （３－４） ６６８９９（２番人気）
普通馬連票数 計３１４６０９７ 的中 �� ３２０９１（２６番人気）
馬単票数 計１９２８９１１ 的中 �� １１０２１（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５０３４４ 的中 �� １０９７７（１４番人気）�� ２７０３０（８番人気）�� ６３００（３４番人気）
３連複票数 計３１４７４３４ 的中 ��� １４７８９（５２番人気）
３連単票数 計７１７６１０１ 的中 ��� ５２３６（２９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３７．０―４９．４―１：０１．８―１：１４．０―１：２５．９―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．４
１
３

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

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

ナナヨーヒマワリ �
�
父 エアジハード �

�
母父 セレスティアルストーム デビュー ２００３．８．３ 小倉２着

２００１．４．１１生 牡７栗 母 ナナヨーウイング 母母 ナナヨーアトラス ４６戦５勝 賞金 １１７，２５４，０００円
〔その他〕 チザルピーノ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ヴァンデグローブ号・ウインルーセント号・ウルフボーイ号・エアサバス号・エスケーカントリー号・

エプソムドン号・ケアレスウィスパー号・サンワードラン号・シュンサイ号・ジュークジョイント号・
スズライトアップ号・スプリングヘッド号・スマイルフォライフ号・セフティーステージ号・タガタメ号・
タマモグレアー号・パレスショットガン号・ピオーネ号・ピサノフィリップ号・ビッグアラミス号・ピースデザイン号・
ホーマンオブジェ号・マイネルテセウス号・マヤノスターダム号・ミスターモナルコス号・ユウコン号・
ユースフルデイズ号・リオサンバシチー号・リスキーアフェア号

※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。



０４０３６ ２月１０日 晴 稍重 （２０京都２）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第１３回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）

４歳以上，１９．２．３以降２０．２．４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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

１１ ファイングレイン 牡５黒鹿５６ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：０９．１ ６．５�

７１３ コパノフウジン 牡６栗 ５４ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ４１：０９．３１� ６５．４�
８１５� ステキシンスケクン 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４７０＋ ２ 〃 ハナ １１．２�
３５ リキアイタイカン 牡１０栗 ５３ 池添 謙一高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５１０＋ ８１：０９．５１ ６８．１�
７１４ サイキョウワールド 牡６栗 ５４ 四位 洋文奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４７２＋ ４ 〃 クビ ２３．６�
５１０ プリンセスルシータ 牝６栗 ５２ 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム ４５６＋ ２１：０９．６� １７．８�
８１６ テイエムアクション 牡７鹿 ５５ 橋本 美純竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 聖心台牧場 ５２０＋２４ 〃 クビ １１８．１	
４８ マルカキセキ 牡７栗 ５６ 福永 祐一河長産業
 増本 豊 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：０９．７� ８１．８�
３６ ペールギュント 牡６黒鹿５７．５ C．ルメール �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：０９．８	 ９．１�

（仏）

６１２ アストンマーチャン 牝４鹿 ５６ 武 豊戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：１０．０	 ２．５
２４ クールシャローン 牝４栗 ５３ 長谷川浩大川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４９２－ ４１：１０．１� １１．６�
４７ テイエムノブシオー 牡５栗 ５４ 武 幸四郎竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 丸幸小林牧場 B５１６± ０１：１０．２クビ １６．７�
１２ 
 アグネスラズベリ 牝７栗 ５４ 角田 晃一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５１８＋１２１：１０．３	 ２４．６�
６１１ ダイワメンフィス 牡７黒鹿５３ 秋山真一郎大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 ４９６－１０ 〃 ハナ １５４．２�
５９ アイルラヴァゲイン 牡６鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１４－ ４ 〃 ハナ ６．２�
２３ ロイヤルキャンサー 牡１０栗 ５１ 田中 克典井澤 健氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４８０＋３２１：１０．４	 ２０２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４３，７１８，３００円 複勝： １９６，８７１，９００円 枠連： １６７，２２８，１００円

普通馬連： ９９３，４２６，９００円 馬単： ５８７，９５０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２７，６２６，８００円

３連複： １，０５５，３１２，９００円 ３連単： ２，４０４，３４５，６００円 計： ５，７７６，４８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２６０円 � １，１９０円 � ３５０円 枠 連（１－７） ５，０８０円

普通馬連 �� ３１，４７０円 馬 単 �� ５１，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，８５０円 �� １，１８０円 �� ７，７１０円

３ 連 複 ��� ９４，６５０円 ３ 連 単 ��� ６４５，７１０円

票 数

単勝票数 計１４３７１８３ 的中 � １７５９０８（３番人気）
複勝票数 計１９６８７１９ 的中 � ２３３１２４（３番人気）� ３７０８８（１１番人気）� １５０６４３（６番人気）
枠連票数 計１６７２２８１ 的中 （１－７） ２４３３３（２４番人気）
普通馬連票数 計９９３４２６９ 的中 �� ２３２９７（５５番人気）
馬単票数 計５８７９５０８ 的中 �� ８４１０（１００番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２７６２６８ 的中 �� ７００９（５７番人気）�� ４９３７３（１４番人気）�� ７１３２（５６番人気）
３連複票数 計１０５５３１２９ 的中 ��� ８２２９（１７９番人気）
３連単票数 計２４０４３４５６ 的中 ��� ２７４８（１０３７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１０．８―１１．２―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３３．７―４４．９―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイングレイン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Polish Precedent デビュー ２００５．９．１９ 札幌１着

２００３．３．７生 牡５黒鹿 母 ミルグレイン 母母 Mill Line １４戦４勝 賞金 １５５，８７８，０００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 コスモラブシック号・トールハンマー号
※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。



０４０３７ ２月１０日 晴 不良 （２０京都２）第４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，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

５１０ アグネスボゾン 牡７鹿 ５７ 角田 晃一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：１１．９ １６．４�

３６ フェザーウイング 牡４栗 ５７ 酒井 学鳴戸 雄一氏 服部 利之 伊達 宮井 孝典 ５１０＋ ６ 〃 ハナ １７．３�
６１１ バトルサクヤビメ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介宮川 秋信氏 福島 信晴 静内 白老ファーム ４５０＋ ８ 〃 ハナ ２．６�
８１５ フォルテピアノ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：１２．０� ３．２�
４８ � ホウショウルビー 牝５鹿 ５５ 四位 洋文芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-

bred Bureau B５０６－ ８ 〃 アタマ ７．３�
７１３ カフェリバティー 牡６鹿 ５７ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５４６＋２２１：１２．１� ３５．７�
５９ ユーセイハヤトオー 	７鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５１２－ ２１：１２．２クビ １０４．３	
２３ アレクシオス 牡５栗 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６２－ ８１：１２．６２
 ２６．３

１２ コペルニクス 牡５鹿 ５７ 川田 将雅伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ４０．８�
７１４ トワイニングイモン 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４７２－ ６ 〃 同着 １２１．５�
２４ ランドベスト 牡６栗 ５７ 植野 貴也木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５１０－ ６１：１２．７クビ １３８．９
６１２ スマートエッジ 	８黒鹿５７ 幸 英明大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４３０－１２ 〃 クビ ３２．６�
８１６ サンレイラピッヅ 牡８鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 谷川牧場 ５１４± ０１：１２．８クビ ２０８．５�
１１ � テラノフォースワン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５２４＋ ４１：１３．２２
 ７．９�
４７ カゼノアルペジオ 牡５鹿 ５７ 白坂 聡廣村 茂一氏 須貝 彦三 浦河 三枝牧場 ５２６± ０１：１４．０５ １７９．８�
３５ � セレスブルック 	５栗 ５７ 佐藤 哲三岡 浩二氏 中竹 和也 米 Hickstead

Farm ４６８＋ ２１：１４．１� ６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，２４９，３００円 複勝： ７６，６０１，８００円 枠連： ７７，６５０，６００円

普通馬連： ３１５，２４３，６００円 馬単： ２２７，１８６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，０９９，６００円

３連複： ３１０，３０６，９００円 ３連単： ８１４，０６７，７００円 計： １，９６８，４０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ３１０円 � ３３０円 � １４０円 枠 連（３－５） ７，２２０円

普通馬連 �� １１，７８０円 馬 単 �� ２４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６１０円 �� ７００円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ７，３３０円 ３ 連 単 ��� ７９，８３０円

票 数

単勝票数 計 ６５２４９３ 的中 � ３１４８７（５番人気）
複勝票数 計 ７６６０１８ 的中 � ５４６９５（５番人気）� ５０６０２（６番人気）� １９７７９２（１番人気）
枠連票数 計 ７７６５０６ 的中 （３－５） ７９４４（２３番人気）
普通馬連票数 計３１５２４３６ 的中 �� １９７６５（２８番人気）
馬単票数 計２２７１８６３ 的中 �� ６８３５（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２０９９６ 的中 �� ７３７９（２７番人気）�� ３００４８（６番人気）�� ２４９５８（８番人気）
３連複票数 計３１０３０６９ 的中 ��� ３１２６６（２０番人気）
３連単票数 計８１４０６７７ 的中 ��� ７５２６（２０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１２．０―１２．２―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスボゾン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Trempolino デビュー ２００４．１．１８ 京都３着

２００１．４．４生 牡７鹿 母 アグネスベローナ 母母 Line of Thunder ２５戦４勝 賞金 ５８，６４３，０００円
※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 アンクルストロング号・イグザクトリー号・イリューシブネス号・ウインサウザー号・エイシンイーデン号・

グローバルボンバー号・ケンメイオウ号・コンゴウダイオー号・スズカエチュード号・セレスダイナミック号・
ダイゴカムイ号・テイエムオーディン号・ピサノデュエル号・ブラックシャドウ号・マイネルラファエロ号・
ラドランファーマ号



（２０京都２）第４日 ２月１０日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２５０，８１０，０００円
６，８１０，０００円
１６，３３０，０００円
１，８４０，０００円
２６，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，６９５，０００円
５，１０８，０００円
１，８７８，６００円

勝馬投票券売得金
５３０，９９８，９００円
７４８，６９３，２００円
６４９，８８３，４００円
２，６８５，１８４，１００円
２，００８，１３４，１００円
７１３，３８０，５００円
３，１８９，９３６，３００円
４，４６１，７９４，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １４，９８８，００５，３００円

総入場人員 ２７，０７０名 （有料入場人員 ２２，５８５名）




