
０４０７２ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７日 第１競走 １，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２４ ナムラソワン 牝３鹿 ５４
５１ ▲浜中 俊奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４７２－ ４１：５５．３ ３．２�

３５ マッシヴエンペラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８２＋ ４１：５５．５１� １３．２�
４８ ミダースタッチ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３０＋１０１：５６．０３ ２．９�
５９ 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 ４４０＋ ２１：５６．５３ ２７．８�
４７ モ ル エ ラ ン 牡３青鹿５６ 角田 晃一 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６４－１４１：５７．２４ １４．４�
１１ アンティバック 牡３栗 ５６ 高橋 亮 �エクセルマネジメント高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ５０２＋ ２１：５７．５２ １６３．６	
３６ マイネルパラスト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 青森 坂本 正紀 ４８４－ ２ 〃 ハナ ４７．２

１２ シーシャトー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４３２± ０１：５７．７１� ９．４�
５１０ ラ ン フ リ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６６－ ２１：５８．０２ ８７．９�
６１１ タッキーファントム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠香川 憲次氏 谷 潔 三石 タガミファーム B４７４－１０１：５８．２� ９．３
２３ デルマアンタレス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４７８－１４１：５９．２６ １２５．１�
７１４ ワンダーホーマ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大下 智山本 信行氏 梅内 忍 浦河 尾野 一義 ５０４－ ８ 〃 ハナ ２８９．８�
７１３ 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± ０ 〃 クビ １３．４�
８１６ タンホイザー 牡３青 ５６ C．ルメール 門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８０＋１２１：５９．４１ １６．４�

（仏）

８１５ メイショウアレグロ 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 福島 勝 新冠 大狩部牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ １７０．１�
６１２ タ マ ノ コ シ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一北側 雅司氏 吉田 直弘 門別 目黒牧場 ４７０－１０２：０３．５大差 ７４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７２９，３００円 複勝： ２４，２０６，８００円 枠連： １６，６５０，０００円

普通馬連： ６０，２２７，１００円 馬単： ５５，３５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９２，１００円

３連複： ９１，６７３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２８３，７２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（２－３） １，３４０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７２９３ 的中 � ４１３９１（２番人気）
複勝票数 計 ２４２０６８ 的中 � ６０３８４（１番人気）� ２２３６８（３番人気）� ６０１２５（２番人気）
枠連票数 計 １６６５００ 的中 （２－３） ９２０８（６番人気）
普通馬連票数 計 ６０２２７１ 的中 �� ２６６４８（５番人気）
馬単票数 計 ５５３５０９ 的中 �� １５１８９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９２１ 的中 �� １０１１５（３番人気）�� １９７９７（１番人気）�� ７６６５（４番人気）
３連複票数 計 ９１６７３６ 的中 ��� ３９０４３（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３８．１―５１．６―１：０５．２―１：１８．３―１：３０．７―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．０
１
３

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

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

ナムラソワン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２００７．１２．２２ 阪神９着

２００５．４．７生 牝３鹿 母 ナムラビャクレン 母母 カンブリアンヒルズ ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマノコシ号は，平成２０年３月２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ダイワマーシャル号
※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。



０４０７３ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

若手騎手，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

２３ ド モ ナ ラ ズ 牡３栗 ５６
５３ ▲荻野 琢真小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４４６－１２１：１５．１ ６．２�

２４ ファンドリハンター 牡３栗 ５６
５３ ▲田村 太雅水戸 富雄氏 岩元 市三 三石 沖田 忠幸 ４７６＋ ２１：１５．２� １１．６�

３５ ドリームサクセス 牡３栗 ５６
５４ △藤岡 康太石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 B４６６－１２１：１５．７３ ２６．７�

３６ オメガクエスト 牡３栗 ５６
５３ ▲浜中 俊原 �子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６４± ０１：１５．９１� ４．５�

１２ オースミヒエン 牡３栗 ５６ 南井 大志�オースミ 武 邦彦 浦河 太陽牧場 ３９４＋ ４１：１６．１１� １４４．９�
１１ シゲルスペーメ 牝３鹿 ５４

５３ ☆中村 将之森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４４４＋ ２１：１６．４１� １１．６�
５９ メ イ ブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一岡部 一誠氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４３６－ ８１：１６．５クビ ５．９	
７１４ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ２．８

８１６ マルヨフォーティ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４７４－ ４１：１６．９２� ７６．５�
８１５ テンザンスセリ 牝３栗 ５４ 北村 浩平平野 澄江氏 松永 昌博 静内 安田 豊重 ４３６＋ ２１：１７．０� １３８．７�
５１０ メイショウキール 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ８１：１７．１� １９０．３
４７ ニホンピロカフラー 牡３鹿 ５６ 上野 翔小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４４４－ ６１：１７．２クビ １５７．０�
７１３ アゲハチョウ 牝３黒鹿５４ 高野 容輔ディアレスト 加賀 武見 門別 永村 侑 ４５０－１０１：１７．６２� ５８．０�

４８ ルーナキャスケード 牝３鹿 ５４ 生野 賢一伊藤 仁氏 木原 一良 門別 広富牧場 ４３６± ０１：１７．７� １３．９�
（７９７４）

６１２ スワヤマパレード 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 健井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 大西ファーム ４６４－ ４１：１７．８� １３５．８�

６１１ コウエイダイナ 牝３鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士伊東 政清氏 田所 清広 新冠 村上牧場 ４２０－ ４１：１８．５４ ２５６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９２１，７００円 複勝： ２１，８３０，１００円 枠連： １７，７３７，５００円

普通馬連： ６０，３４６，３００円 馬単： ５５，６８１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５２８，０００円

３連複： ８８，４６３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２７７，５０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２７０円 � ３４０円 � ８４０円 枠 連（２－２） ２，５２０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ３，０１０円 �� ４，７２０円

３ 連 複 ��� ２９，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４９２１７ 的中 � １９２５５（４番人気）
複勝票数 計 ２１８３０１ 的中 � ２３８５１（４番人気）� １７６３９（５番人気）� ６０１４（８番人気）
枠連票数 計 １７７３７５ 的中 （２－２） ５２１１（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６０３４６３ 的中 �� ２０４５９（１１番人気）
馬単票数 計 ５５６８１１ 的中 �� ９８８３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５２８０ 的中 �� ５５２９（１２番人気）�� １４８９（２５番人気）�� ９４０（３１番人気）
３連複票数 計 ８８４６３２ 的中 ��� ２１８１（６１番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．２―１２．３―１２．３―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１３．２―２５．４―３７．７―５０．０―１：０２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド モ ナ ラ ズ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ナリタハヤブサ デビュー ２００７．１０．２１ 京都２着

２００５．１．９生 牡３栗 母 アンプルカット 母母 ギヤラントミシー ４戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔制裁〕 ドモナラズ号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースでの騎乗ぶりについて過怠金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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 パンチガール号・ワールドマスター号



０４０７４ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７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

４７ アスドゥクール 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８－１６１：２６．５ ２．６�

５１０ 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 ４２６－ ２１：２７．５６ １２．６�
１１ メイショウワカツキ 牝３青 ５４ 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５１８－ ４１：２７．７１� ３．０�
３５ キャトルキャール 牝３栗 ５４ 幸 英明吉田 修氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４２６－ ４１：２７．８� ２５．１�
４８ クレアシオン 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４２２－ ８１：２７．９クビ ６．４�
１２ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム B４４４－ ４１：２８．０� ４６．２�
５９ サマーミッドナイト 牝３黒鹿５４ 福永 祐一セゾンレースホース	 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４２８－ ２１：２８．２１� ９１．６

６１１ オースミマコ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二	オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：２８．４１� ８０．１�
６１２ パ シ テ ィ ア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ４１：２８．５� ８．９�
２４ メイショウベーネ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４４４－ ６１：２８．７１� ９５．５
８１６ ハ ー リ カ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二 	ローレルレーシング 昆 貢 新冠 中本 隆志 ４５８＋ ２ 〃 クビ １８．８�
２３ ヤマニングラッセ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ２１：２９．３３� ３７８．７�
７１３ サブマリンスカウト 牝３栗 ５４ 武士沢友治坂田 行夫氏 中野渡清一 静内 藤本牧場 ４６６± ０１：２９．５１� ３２９．２�
３６ 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 ４３６＋ ４１：２９．９２� ２１７．２�
８１５ アドマイヤマイン 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：３０．１１� ５３．２�
７１４ ビコーアリス 牝３鹿 ５４ C．ルメール�レジェンド 堀井 雅広 浦河 ミルファーム ４４４－ ８１：３１．５９ １８６．６�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６７８，７００円 複勝： ３３，２３６，９００円 枠連： ２３，３６５，３００円

普通馬連： ６８，３６５，１００円 馬単： ７２，６８４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８５５，８００円

３連複： １１１，３１０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５５，４９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（４－５） ８４０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ２３０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２６７８７ 的中 � ６９９０７（１番人気）
複勝票数 計 ３３２３６９ 的中 � ８６９５２（１番人気）� ２３２０５（５番人気）� ６８６４３（２番人気）
枠連票数 計 ２３３６５３ 的中 （４－５） ２０６２５（４番人気）
普通馬連票数 計 ６８３６５１ 的中 �� ３５０６１（５番人気）
馬単票数 計 ７２６８４７ 的中 �� ２８６０２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８５５８ 的中 �� １０５２３（５番人気）�� ３１６６６（１番人気）�� ８０２１（８番人気）
３連複票数 計１１１３１０８ 的中 ��� ５８９６８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．６―４８．１―１：００．７―１：１３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスドゥクール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１．６ 京都４着

２００５．３．１２生 牝３栗 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００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 グロリアスメモリー号・フォーモサアピール号
※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。



０４０７５ ２月２３日 晴 良 （２０京都２）第７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）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６８ � カジノドライヴ 牡３栗 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Shell
Bloodstock ５２２ ―１：５４．４ １．２�

７１１ コパノアコチャン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６２ ―１：５６．７大差 １１０．４�
５６ ザ ナ ド ゥ 牡３鹿 ５６ O．ペリエ �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６０ ―１：５６．８� ９．８�

（仏）

４５ マルブツファイン 牡３青鹿５６ 和田 竜二大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ５１４ ―１：５７．５４ １５．１�
６９ ヒカリコーズウェー 牡３鹿 ５６

５５ ☆中村 将之當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５５４ ―１：５７．６クビ １１９．８�
８１３ クールフォーマ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５４４ ―１：５７．７� １３．８	
４４ マーシャルシチー 牡３鹿 ５６ C．ルメール 
友駿ホースクラブ 岡田 稲男 浦河 上山牧場 ５１８ ―１：５８．０２ ６７．４�

（仏）

３３ フェンリルファング 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎林 順子氏 大根田裕之 新冠 協和牧場 ５０２ ―１：５８．４２� ５６．９�
８１２ ノーザンジュン 牝３芦 ５４

５２ △藤岡 康太小山 豊氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４８６ ―１：５９．１４ ２１．４
７１０ ラ ブ ズ ラ ブ 牡３黒鹿５６ 幸 英明江口雄一郎氏 石坂 正 静内 千代田牧場 ４９４ ―１：５９．５２� １１０．２�
２２ ウインドコースト 牡３鹿 ５６ 上村 洋行福原 正博氏 橋口弘次郎 浦河 笹地牧場 ４９６ ―２：００．１３� １１１．２�
５７ メイショウオバナ 牝３芦 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４７０ ―２：００．３１ １３２．２�
１１ オンワードネス 牡３栗 ５６ 太宰 啓介樫山 ハル氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８８ ―２：０１．０４ １７０．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，２９２，１００円 複勝： ５０，５９９，２００円 枠連： ２０，０９２，２００円

普通馬連： ５６，５２５，４００円 馬単： １０１，４８７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５５６，３００円

３連複： １０１，９３７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９３，４９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １，３４０円 � １７０円 枠 連（６－７） ２，２９０円

普通馬連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� １９０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３９２９２１ 的中 � ２７８５０５（１番人気）
複勝票数 計 ５０５９９２ 的中 � ３４９１４９（１番人気）� ２８６８（１１番人気）� ４１１０６（２番人気）
枠連票数 計 ２００９２２ 的中 （６－７） ６４９２（８番人気）
普通馬連票数 計 ５６５２５４ 的中 �� １２５５０（８番人気）
馬単票数 計１０１４８７６ 的中 �� １９９６２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５５６３ 的中 �� ３１２５（１５番人気）�� ４１３９９（１番人気）�� １４７０（２４番人気）
３連複票数 計１０１９３７７ 的中 ��� １３９６０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３７．０―５０．０―１：０３．５―１：１７．２―１：３０．３―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カジノドライヴ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００５．３．７生 牡３栗 母 Better Than Honour 母母 Blush With Pride １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ヒカリコーズウェー号の騎手中村将之は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードネス号は，平成２０年３月２３日まで平地競走に出走できない。
※コパノアコチャン号は，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。



０４０７６ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

４７ アンノルーチェ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト
リーファーム ４４０－ ６１：３５．９ ６．９�

１２ ケンセイフライト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一杉安謙一郎氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４７０－ ６１：３６．０� ２．５�
５１０ エーシンプリファー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一平井 宏承氏 川村 禎彦 浦河 小柳牧場 ４８８± ０１：３６．１クビ ６．６�
７１４ スズカコング 牡３黒鹿５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 清水牧場 ４７０－ ４１：３６．４２ １８．５�
４８ � エスジーストリーム 牡３青鹿５６ 幸 英明窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４７２－ ８１：３６．５� ２２．３�
２３ ファイアレッド 牡３青鹿５６ C．ルメール �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム ４６４－ ８１：３６．６� ６．４�

（仏）

３５ アウロラプラネット 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠西浦 和男氏 音無 秀孝 門別 出口牧場 ４３６－ ４１：３６．８１ １１．０	
１１ モリトパラダイス 牡３芦 ５６ O．ペリエ 石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４６６－ ４ 〃 クビ １０．３


（仏）

６１２ トーホウベルサイユ 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎東豊物産� 加用 正 静内 グランド牧場 ４２６＋ ４１：３６．９クビ １１０．４�
８１６ マイネルクロイツ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム B４７２－ ２ 〃 アタマ ７４．０
６１１ マッキーケインズ 牡３栗 ５６

５３ ▲荻野 琢真薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４１６－ ２１：３７．０クビ １２７．９�
５９ 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 ４１８－ ６１：３７．２１� １６８．８�
８１５ スウェプトスルー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 武 牧場 ４３８－ ４１：３７．３� ３３６．３�
３６ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５４ 小林 徹弥武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３２± ０ 〃 クビ ９５．４�
７１３ ディアプリンシパル 牡３青 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４５８－ ２１：３７．５１� １６．５�
２４ グランドオーパス 牝３栗 ５４ 芹沢 純一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 省一 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２－ ８１：３８．３５ １０１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８９，９００円 複勝： ３７，６３１，４００円 枠連： ２５，７２６，４００円

普通馬連： ７９，４４１，４００円 馬単： ６９，７０７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５９２，０００円

３連複： １１２，９２６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７２，９１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（１－４） ４６０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ８２０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８８９９ 的中 � ２５２２５（４番人気）
複勝票数 計 ３７６３１４ 的中 � ４６９８２（２番人気）� １３３６３０（１番人気）� ３６８８４（４番人気）
枠連票数 計 ２５７２６４ 的中 （１－４） ４２１４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９４４１４ 的中 �� ７３３１２（２番人気）
馬単票数 計 ６９７０７７ 的中 �� ２４０８５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５９２０ 的中 �� ２２８３４（２番人気）�� ６９０１（９番人気）�� １７８１１（３番人気）
３連複票数 計１１２９２６７ 的中 ��� ４５３１３（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１１．６―１２．２―１２．６―１２．５―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．３―３４．９―４７．１―５９．７―１：１２．２―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンノルーチェ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１０．２０ 京都６着

２００５．５．７生 牡３鹿 母 レモンバーム 母母 ラビットボール ５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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 スタンドフラワー号・トウカイメリッサ号・ビップホーラー号・ファーマウォラト号・メイショウシーカー号
※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。



０４０７７ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７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 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．６
１：１９．０

良

良

４７ ロングメッセージ 牡３栗 ５６ 四位 洋文中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６６ ―１：２５．１ ４１．３�

１２ ビビッドビビアン 牝３芦 ５４ 長谷川浩大 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４５２ ― 〃 ハナ １９．４�
７１４ タガノミステリアス 牝３鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２６ ―１：２５．３１� ３．４�
３５ � セイウンベルテンポ 牡３鹿 ５６

５３ ▲浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 英 Cobhall
Court Stud ５１０ ―１：２５．４� １３．９�

５１０ マルブツサクラオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６６ ―１：２５．５クビ ４．０�
６１１ アキノシャドー 牡３栗 ５６ 白坂 聡穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 野坂牧場 ４４２ ―１：２５．６� ６２．６�
２４ ピースオブホープ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行畑佐 博氏 長浜 博之 門別 天羽 禮治 ４７４ ― 〃 ハナ １５．９	
６１２ ブライティアマロン 牝３栗 ５４ 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４２６ ―１：２５．８１� １８５．１

８１６ ロワゾブルー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４１８ ―１：２５．９クビ １１６．５�
５９ � ローテコスミオン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山科 統氏 白井 寿昭 米 K. Kimura ４８６ ―１：２６．１１� ７４．７�
３６ ナムラハンター 牡３青鹿 ５６

５５ ☆中村 将之奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４８８ ― 〃 クビ ８１．３
７１３ マイネルマカリイ 牡３芦 ５６

５４ △藤岡 康太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 三石 飯岡牧場 ５１６ ―１：２６．７３� ２６．４�

２３ カイピリーニャ 牝３黒鹿５４ 北村 浩平�イクタ 田所 秀孝 鵡川 フラット牧場 ４０８ ―１：２６．９１� ３７３．１�
４８ ファディクト 牝３青 ５４

５１ ▲船曳 文士藤本 直弘氏 加用 正 門別 藤本 誠二 ４３４ ―１：２７．２１� ５７．０�
８１５ ショットバー 牡３鹿 ５６ 武 豊芹澤 精一氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４５０ ―１：２９．１大差 ８．５�
１１ � マンボパートナー 牡３青鹿５６ 安藤 勝己 �社台レースホース橋口弘次郎 米 Shadai Farm ４６６ ―１：３２．５大差 ３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５９１，６００円 複勝： ２２，７６３，１００円 枠連： ２２，５２９，３００円

普通馬連： ６８，２９０，８００円 馬単： ６８，８６５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６０５，６００円

３連複： ９８，７７８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３２２，４２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１３０円 複 勝 � ８１０円 � ４５０円 � １６０円 枠 連（１－４） ３，０６０円

普通馬連 �� １９，４００円 馬 単 �� ６３，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０９０円 �� ２，９５０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ３８，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５９１６ 的中 � ３９３１（９番人気）
複勝票数 計 ２２７６３１ 的中 � ５９２９（９番人気）� １１５３１（７番人気）� ５０３９４（１番人気）
枠連票数 計 ２２５２９３ 的中 （１－４） ５４３７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６８２９０８ 的中 �� ２５９９（４９番人気）
馬単票数 計 ６８８６５４ 的中 �� ７９５（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６０５６ 的中 �� ８１８（５１番人気）�� １７１４（２９番人気）�� ３７３１（１４番人気）
３連複票数 計 ９８７７８４ 的中 ��� １８９８（９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．２―３６．２―４８．７―１：０１．１―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロングメッセージ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００５．３．２０生 牡３栗 母 ロングスターダム 母母 ストロークト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンボパートナー号は，平成２０年３月２３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。
（非当選馬） ２頭 ディアカルテット号・フレッシュホーラー号



０４０７８ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２４ クリールパッション 牡３鹿 ５６ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４５６－ ４１：５３．９ ４．２�

８１５ ドリームマイスター 牡３鹿 ５６ C．ルメールセゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５０２－ ２１：５４．０� １３．５�
（仏）

４８ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７２－ ２１：５４．９５ ３．９�
４７ 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 ４７４－１２１：５５．０クビ ２１．２�
７１３ アイソトープ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：５５．１� ３４．５�
６１２ 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 ４５８－ ８１：５５．９５ １４．５	
１１ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ２１：５６．０クビ ３３．４

２３ 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 B４９２－ ２ 〃 ハナ ８．２�
６１１ イイデシンゲン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �アールエスエーカントリ昆 貢 青森 扶桑牧場 ５００＋１０１：５６．１� ３．９�
７１４ ドリームリバイバル 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典セゾンレースホース� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７４＋ ２１：５６．５２� ８６．４
３６ マイネルパルティア 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４７４－１０１：５６．７１� １０６．３�

５９ ショウナンマスター 牡３青鹿 ５６
５３ ▲浜中 俊国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７０－１８１：５６．９１� ２１０．５�

８１６ マイネルレギメント 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 ５１４＋ ６１：５７．０� ６５．８�

３５ シゲルクシエラ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 大根田裕之 三石 佐藤 陽一 ４４２± ０１：５７．１� ３２３．７�
５１０ ナムラハーン 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９０－ ８１：５７．２クビ １１．８�

（仏）

１２ � アルペンリリー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 門別 白井牧場 ４２２－ ８１：５７．４１� １４７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２２９，５００円 複勝： ４９，６１３，９００円 枠連： ３０，７１４，７００円

普通馬連： １１３，４２６，７００円 馬単： ９４，６６４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６３５，２００円

３連複： １５７，８７１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５１０，１５６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ３７０円 � １７０円 枠 連（２－８） ２，２１０円

普通馬連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ５，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� ４３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ５，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０２２９５ 的中 � ５７５２５（３番人気）
複勝票数 計 ４９６１３９ 的中 � ８６０３５（３番人気）� ２８０２３（７番人気）� ８９１７９（２番人気）
枠連票数 計 ３０７１４７ 的中 （２－８） １０２６９（８番人気）
普通馬連票数 計１１３４２６７ 的中 �� ２３５０８（１４番人気）
馬単票数 計 ９４６６４８ 的中 �� １２９３８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６３５２ 的中 �� ６１９９（１５番人気）�� ２０９３４（３番人気）�� ６７１７（１４番人気）
３連複票数 計１５７８７１９ 的中 ��� ２０２３７（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３６．９―５０．１―１：０３．５―１：１６．９―１：２９．９―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．０
１
３

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

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

クリールパッション �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．２２ 新潟７着

２００５．３．１生 牡３鹿 母 イマジネーション 母母 コートネイズデイ ７戦２勝 賞金 ２０，１１４，０００円
※アルペンリリー号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０７９ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７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，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

７１３ フェスティヴマロン 牝４鹿 ５５ O．ペリエ 臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４５２＋ ６１：１３．５ １６．８�
（仏）

６１１ ヒカリマーガレット 牝４栗 ５５
５３ △藤岡 康太當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４６６－ ４ 〃 アタマ ６．９�

５９ ラ フ ィ ー ク 牝５鹿 ５５ 武士沢友治�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４９２± ０１：１３．７１� ７２．６�
４８ ト シ ザ ユ カ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５８－１２１：１４．０２ ３０．７�
３５ ハングインゼア 牝４鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４１６－ ２１：１４．３１� ２６．５�
５１０ テイエムヒスイ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ １．８	
３６ ガールズポップ 牝４鹿 ５５

５２ ▲浜中 俊 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７０－ ６１：１４．４クビ １８．５


２４ � フジヤマロマン 牝４鹿 ５５ C．ルメール 藤本 龍也氏 小崎 憲 三石 仲野牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ８．４�
（仏）

６１２� フミノフクヒメ 牝５栗 ５５ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４４２－ ８１：１４．５� ９９．８�
１１ クリールパトラー 牝４栗 ５５ 武 豊横山 修二氏 武 邦彦 様似 猿倉牧場 ５３８＋１０１：１４．９２� ９．３
１２ メイショウヒミコ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４４８＋ ２１：１５．０クビ ８９．１�
８１６� マヤノアシビ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６４± ０ 〃 アタマ ３４．１�
８１５ ニシノマニッシュ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４７２－ ２１：１５．９５ ２７５．３�
４７ テンザンオトヒメ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠平野 澄江氏 藤原 英昭 白老 白老ファーム ４５８＋ ６１：１６．０クビ ２０．０�
７１４ アンダンテシチー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲田中 克典 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 富川田中牧場 ４２４－１２１：１６．１� １２９．８�
２３ � オーナーズクリーク 牝４鹿 ５５ 菊地 昇吾國立 治氏 鹿戸 明 浦河 金成吉田牧場 ４５０＋ ４ （競走中止） ２２８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７０９，７００円 複勝： ３９，９４２，３００円 枠連： ２４，２００，６００円

普通馬連： １０１，３１５，１００円 馬単： ９６，５２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５１９，８００円

３連複： １４５，０２６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４６３，２３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ７５０円 � ２９０円 � １，３６０円 枠 連（６－７） ５，５００円

普通馬連 �� ６，６９０円 馬 単 �� １５，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� １３，０４０円 �� ４，７８０円

３ 連 複 ��� １３９，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７０９７ 的中 � １２１０７（５番人気）
複勝票数 計 ３９９４２３ 的中 � １３２９３（７番人気）� ４２５４３（３番人気）� ６９７８（１１番人気）
枠連票数 計 ２４２００６ 的中 （６－７） ３２４９（２１番人気）
普通馬連票数 計１０１３１５１ 的中 �� １１１９１（１８番人気）
馬単票数 計 ９６５２４８ 的中 �� ４７０３（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５１９８ 的中 �� ３６９７（２０番人気）�� ５６８（７２番人気）�� １５６７（４０番人気）
３連複票数 計１４５０２６０ 的中 ��� ７６６（２０７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．８―１２．３―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２３．８―３５．６―４７．９―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェスティヴマロン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．１２．２３ 阪神１着

２００４．３．１７生 牝４鹿 母 ア ロ ー ム 母母 ストロークト ８戦２勝 賞金 １６，３００，０００円
〔発走状況〕 オーナーズクリーク号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 オーナーズクリーク号は，発走直後に内側に逃避して他の馬と接触し，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 オーナーズクリーク号は，発走調教再審査。
※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。



０４０８０ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７日 第９競走 ��１，８００�
お お つ

大 津 特 別
発走１４時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

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

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１２ キングアーサー 牡５鹿 ５７ 青木 芳之 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５４２－ ４１：５３．２ ４．８�

６１２� アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９６± ０ 〃 クビ １０．７�
８１６ サンシーズン 牡６鹿 ５７ 松田 大作竹内十志夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ５１４± ０１：５３．４１ ９．１�
７１３ パ レ ス ド ン 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５６２＋ ８ 〃 ハナ １３４．３�
４７ ユウキタイティ 牡４栗 ５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５１２＋ ２１：５３．６１� １１．９�
４８ テイエムザエックス 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 福島 勝 早来 ノーザンファーム ５００＋１０１：５３．７� １１．２�
２３ ウエスタンリジ �６鹿 ５７ 武士沢友治西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５０６－ ８１：５４．０２ １８０．４	
２４ ゴールデンエビス 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文山本 廣氏 橋本 寿正 静内 静内白井牧場 ４８８± ０１：５４．１クビ １３９．７

１１ チェリーロビン 牡５栗 ５７ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４８０± ０１：５４．５２� １７．９�
３６ マイネルビスタ 牡４栗 ５６ 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４５２－ ４１：５４．７１� ５６．０�
７１４ メ ン デ ル 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４７０＋ ６１：５４．８� ４８．７�
８１５� フライデイフライト 牡４黒鹿５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪

Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５２０± ０１：５４．９� ５．７�
３５ カブキメーク 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム B４８６－ ４１：５５．１１� ２５．５�
５１０ マイプリティワン 牡４鹿 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４６２＋ ２１：５５．２クビ ４．２�
５９ ローランウェルズ 牡５鹿 ５７ 小牧 太斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 B４９４－１２１：５５．３� １６．９�
６１１ サンライズヴァトー �５鹿 ５７ O．ペリエ 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４６０－ ２１：５７．９大差 ２１．１�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９７７，９００円 複勝： ４２，７３１，８００円 枠連： ４３，６９９，４００円

普通馬連： １５９，６７９，８００円 馬単： ９９，０６３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，８９５，５００円

３連複： １７１，５１５，１００円 ３連単： ３７３，７３６，９００円 計： ９６０，３００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ２６０円 枠 連（１－６） １，８９０円

普通馬連 �� ３，７８０円 馬 単 �� ７，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ９３０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� １０，７１０円 ３ 連 単 ��� ６４，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２８９７７９ 的中 � ４８２８５（２番人気）
複勝票数 計 ４２７３１８ 的中 � ５２３１４（２番人気）� ３４３９１（６番人気）� ４３８５２（４番人気）
枠連票数 計 ４３６９９４ 的中 （１－６） １７０９４（９番人気）
普通馬連票数 計１５９６７９８ 的中 �� ３１１８７（１４番人気）
馬単票数 計 ９９０６３９ 的中 �� １０２８５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０８９５５ 的中 �� ６５０７（２３番人気）�� １１１２４（６番人気）�� ７３８１（１４番人気）
３連複票数 計１７１５１５１ 的中 ��� １１８２６（３６番人気）
３連単票数 計３７３７３６９ 的中 ��� ４２６０（２２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３５．８―４８．５―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．７―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３
１３（８，１６）（３，１５）（７，９）－１－（２，１２）５，１１（４，１４）６，１０
１３－（８，１６）（３，１５，９）（２，７，１２）１－（４，５，１４）＝（６，１０）－１１

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

勝馬の
紹 介

キングアーサー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Akarad デビュー ２００６．６．４ 東京２着

２００３．３．３生 牡５鹿 母 クイーンモード 母母 Modiyna １５戦３勝 賞金 ３６，８２７，０００円
〔制裁〕 キングアーサー号の騎手青木芳之は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アドマイヤレグルス号・エイシンハンコック号・キングブレーヴ号・ゴールドイモン号・ストームタイガー号・

トウカイポリシー号・トラストブラック号・ネバーエンディング号・ビードラスティック号・ファンドリウェーブ号・
フォーリクラッセ号・メイショウチョイス号・ラブリーコンサート号・ランキング号

※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。



０４０８１ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７日 第１０競走 ��１，６００�
き づ が わ

木 津 川 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，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 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

７１３ パッションレッド 牝４栗 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± ０１：３５．０ ２．８�

３５ � ケイアイマイスキー 牡４鹿 ５７ 上村 洋行亀田 守弘氏 白井 寿昭 米 Mr. & Mrs.
J. S. Moss B４６６－ ４１：３５．２１� １５．２�

５１０� フレアリングベスト 牡７鹿 ５７ 武士沢友治山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１４－ ４１：３５．４１� １１７．８�
２３ ザ リ ー ン 牝４鹿 ５５ 四位 洋文田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ ６．７�
２４ スプリングダボス 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５００± ０１：３５．５クビ ２１．５�
４７ � エイシンインパール 牡６芦 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５１６－ ２ 〃 クビ ４４．６�
５９ オリオンオンサイト 牝５鹿 ５５ 芹沢 純一日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７２± ０１：３５．６� ３１．７	
６１１ ブラックオリーブ 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３５．８１ １０．４

８１６ ビ ン チ ェ ロ 牡４黒鹿５７ O．ペリエ �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム B４８２＋２４１：３５．９� ７．８�

（仏）

３６ ジャングルテクノ 牡４鹿 ５７ 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 ４６２＋１２１：３６．０クビ ２５．９�
８１５� フェラーリセブン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二市川 義美氏 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

４９６－ ６ 〃 クビ ４．８
１２ ショコラシチー 牝５鹿 ５５ 柴原 央明 �友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 駿河牧場 ４３４＋ ４１：３６．１� １０７．１�
６１２ ディープエアー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ３９．７�
７１４ ジェイウォーク 牡５黒鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３６＋ ２１：３６．８４ １７．７�
４８ ト ム ト ッ プ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４７０＋ ４１：３７．０１ ３０６．１�
１１ シルクレグナム 牡４鹿 ５７ 武 英智有限会社シルク山内 研二 鵡川 上水牧場 ４６６－ ４１：３７．５３ １４７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２５６，８００円 複勝： ５４，９６５，６００円 枠連： ４４，６４２，２００円

普通馬連： １９７，９０９，３００円 馬単： １２１，０６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，５７１，６００円

３連複： １９３，０９２，０００円 ３連単： ４５３，５８７，９００円 計： １，１４６，０８９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ４５０円 � ２，９４０円 枠 連（３－７） １，２４０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ５，８１０円 �� ２０，９３０円

３ 連 複 ��� ８９，２４０円 ３ 連 単 ��� ３２５，０００円

票 数

単勝票数 計 ３４２５６８ 的中 � ９８９３７（１番人気）
複勝票数 計 ５４９６５６ 的中 � １５０９８４（１番人気）� ２６９６２（６番人気）� ３４９１（１３番人気）
枠連票数 計 ４４６４２２ 的中 （３－７） ２６７２０（６番人気）
普通馬連票数 計１９７９０９３ 的中 �� ８３９４７（６番人気）
馬単票数 計１２１０６４５ 的中 �� ３３３１５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６５７１６ 的中 �� １４８９０（７番人気）�� １９２６（５３番人気）�� ５２９（８５番人気）
３連複票数 計１９３０９２０ 的中 ��� １５９７（１８１番人気）
３連単票数 計４５３５８７９ 的中 ��� １０３０（７４１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１１．９―１１．９―１１．５―１１．２―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．４―４８．３―５９．８―１：１１．０―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッションレッド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Unbridled デビュー ２００７．２．１１ 京都１着

２００４．４．１０生 牝４栗 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter １１戦３勝 賞金 ４８，４４６，０００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 アドマイヤダーリン号
※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。



０４０８２ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７日 第１１競走
第１０１回農林水産省賞典

��２，２００�京 都 記 念（ＧⅡ）
発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，１９．２．１７以降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，１９．２．１６以前のGⅠ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）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，１３４，０００円 ３２４，０００円 １６２，０００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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５１０ 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 ４５６＋ ４２：１３．６ ３．３�

７１４ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５４２＋２０２：１３．８１� ７．４�
４８ シルクフェイマス 牡９鹿 ５７ 福永 祐一有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ６０．６�
３５ ドリームパスポート 牡５青鹿５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 稲葉 隆一 白老 白老ファーム ４８０－ ４ 〃 ハナ ４．７�
２４ トウショウナイト 牡７栗 ５７ 武士沢友治藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８８－ ６ 〃 アタマ １５．７�
８１６ ウ オ ッ カ 牝４鹿 ５６ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４９４＋ ６２：１３．９� ３．４�
３６ セ ン カ ク 牡６栗 ５７ 角田 晃一中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４９４－ ２２：１４．０� ２４１．３	
８１５ トウカイトリック 牡６鹿 ５７ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４４０± ０ 〃 クビ ２９．４

６１２ トウカイエリート 牡８黒鹿５７ 池添 謙一内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４９０－ ４２：１４．１� ４０．３�
１１ エーティーボス 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４７８－ ８２：１４．４１� ２５０．４�
７１３ ダークメッセージ 牡５栃栗５７ 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± ０ 〃 アタマ １５．４�
２３ サンバレンティン 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２２：１４．６１ ９５．８�
４７ ヴィータローザ 牡８栗 ５７ 小牧 太 サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ １５９．７�
１２ タイキマドレーヌ 牝５栗 ５５ O．ペリエ 大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４４０＋ ２２：１５．２３� １０９．３�

（仏）

５９ フサイチホウオー 牡４鹿 ５６ C．ルメール 関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１０－ ２２：１５．３� ２８．１�
（仏）

６１１ アイポッパー 牡８栗 ５８ 藤田 伸二 サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４６８＋１２２：１５．５１� ２７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４３，４８８，７００円 複勝： ２０６，５９４，１００円 枠連： １２１，２４７，４００円

普通馬連： ８６８，８６６，４００円 馬単： ４８２，０５７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８９，９５２，５００円

３連複： ８５２，８１８，７００円 ３連単： １，９５７，９３３，４００円 計： ４，８２２，９５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � １，３５０円 枠 連（５－７） ６３０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３，６００円 �� ５，２５０円

３ 連 複 ��� ２０，４００円 ３ 連 単 ��� ７８，５９０円

票 数

単勝票数 計１４３４８８７ 的中 � ３４８６９５（１番人気）
複勝票数 計２０６５９４１ 的中 � ５３１９０７（１番人気）� ２１０６５７（４番人気）� ２７７７８（１１番人気）
枠連票数 計１２１２４７４ 的中 （５－７） １４４０１４（２番人気）
普通馬連票数 計８６８８６６４ 的中 �� ７１６０６６（３番人気）
馬単票数 計４８２０５７４ 的中 �� ２２６２３５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８９９５２５ 的中 �� １２１０６５（４番人気）�� １２２８８（３６番人気）�� ８３６４（４４番人気）
３連複票数 計８５２８１８７ 的中 ��� ３０８６７（５５番人気）
３連単票数 計１９５７９３３４ 的中 ��� １８３８７（２１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．２―３６．７―４９．１―１：０１．７―１：１４．３―１：２６．６―１：３８．３―１：４９．６―２：０１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．３
１
３
８（１１，１２）（６，１４）（２，４，７，１５）５，１０（１，９）１３－１６－３
８－（６，１１）１２（２，４，１５）（５，１４，７）（１３，１０）－（１，１６）－９，３

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤオーラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．１１．４ 京都１着

２００４．２．１９生 牡４鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ９戦４勝 賞金 ２５８，１１０，０００円
〔制裁〕 ドリームパスポート号の騎手松岡正海は，騎乗前の体重確認を怠ったことについて戒告。
※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。



０４０８３ ２月２３日 曇 良 （２０京都２）第７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）

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

４７ 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＋ ４１：５４．６ １５．４�

８１５ タガノアッシュ 牡４鹿 ５６ C．ルメール 八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６０－ ２１：５４．８１ ４．１�

（仏）

６１１ ア ロ ド 牡４栗 ５６ 岩田 康誠�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 ４８８－ ２１：５４．９� ２．８�
２３ ウォーゲーム 牡４青鹿５６ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ７．２�
４８ ナムラマハラジャ 牡４栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 橋本 寿正 新冠 つつみ牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ ２４．８�
３６ マイネルドナール 牡４栗 ５６ 秋山真一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 鵡川 上水牧場 ４７６－ ４１：５５．０クビ ４４．７	
３５ ウォータークルーズ 牡５栗 ５７ 芹沢 純一山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４６８－ ２１：５５．５３ ９．１

７１３ ウインステルス 牡４栗 ５６ O．ペリエ �ウイン 池江 泰郎 浦河 カナイシスタッド ５２０－ ８１：５５．８１� ６．４�

（仏）

１２ ダイナミックターン 牡５栗 ５７
５４ ▲荻野 琢真小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム B４８０± ０１：５６．０１� １２６．０�

２４ ヤクモキャット 牡５青鹿 ５７
５６ ☆北村 友一�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４６０－ ４１：５６．５３ ５６．７

５９ テイエムジカッド 牡４栗 ５６ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 福島 勝 鹿児島 テイエム牧場 ４８２＋ １ 〃 アタマ １２５．２�
７１４ クリノアドベンチャ 牡４黒鹿５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４６６－ ８１：５６．６� １９．３�
６１２� トッチンコボ 牡５栃栗５７ 松岡 正海国光 正憲氏 沢 峰次 三石 大塚牧場 ４４２－１０１：５７．０２� １５３．２�
８１６� モエレコネクション 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大中村 和夫氏 増沢 末夫 門別 長谷川牧場 ５１２－ ４１：５８．３８ ６８．７�
５１０ トーセンプレミアム 牡５鹿 ５７ 福永 祐一島川 �哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４９０＋２０１：５９．３６ ９４．０�
１１ � リッカレイクブルー 牝４芦 ５４ 小牧 太立花 幸雄氏 境 直行 浦河 中島 俊明 ４４８＋ ２２：０３．５大差 １８３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，７３９，４００円 複勝： ５９，０９７，３００円 枠連： ４８，４８４，０００円

普通馬連： ２１２，９３４，２００円 馬単： １３８，１３４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，０６２，０００円

３連複： ２１５，６９２，３００円 ３連単： ５２０，２８６，１００円 計： １，２９３，４３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（４－８） １，８００円

普通馬連 �� ３，４２０円 馬 単 �� ８，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ６９０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� ２６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ４２７３９４ 的中 � ２１９２５（６番人気）
複勝票数 計 ５９０９７３ 的中 � ４３２４２（６番人気）� １１９３０４（２番人気）� １３１９２４（１番人気）
枠連票数 計 ４８４８４０ 的中 （４－８） １９９１８（１０番人気）
普通馬連票数 計２１２９３４２ 的中 �� ４６０２７（１４番人気）
馬単票数 計１３８１３４９ 的中 �� １１７３１（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６０６２０ 的中 �� １２８５６（１４番人気）�� １８６１３（８番人気）�� ６５５９０（１番人気）
３連複票数 計２１５６９２３ 的中 ��� ５７４９０（７番人気）
３連単票数 計５２０２８６１ 的中 ��� １４５７８（８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．０―３７．０―５０．１―１：０３．２―１：１６．６―１：２９．５―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．０
１
３
１（１１，１５）（２，１６）（３，１０）（５，７，１４）（６，１３）８－４－９，１２・（１１，１５）１６（１，３，７）（２，６，１０）（１４，１３）（５，８）－（４，１２，９）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゼットコマンダー �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．４ 阪神３着

２００３．３．７生 牡５黒鹿 母 ダンツサンデー 母母 ダンツカーラー ２６戦３勝 賞金 ４０，８００，０００円
〔制裁〕 ウォータークルーズ号の騎手芹沢純一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカレイクブルー号は，平成２０年３月２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オーキッドコート号
※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２）第７日 ２月２３日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

２８４，８４０，０００円
１２，０５０，０００円
２，８６０，０００円
３１，７９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，６８２，０００円
５，１８６，０００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
４４１，５０５，３００円
６４３，２１２，５００円
４３９，０８９，０００円
２，０４７，３２７，６００円
１，４５５，２８７，７００円
５２８，６６６，４００円
２，３４１，１０６，４００円
３，３０５，５４４，３００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 １１，２０１，７３９，２００円

総入場人員 ２７，１１９名 （有料入場人員 ２５，８３２名）




