
０１００１ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１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
１：０８．７

重

重

８１５ トウカイミステリー 牝３栗 ５４ 武 幸四郎内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４４６± ０１：１３．４ ２．０�

８１６ ニシノミーチャン 牝３鹿 ５４ 松田 大作西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４６８＋ ２１：１４．１４ ７０．７�
５９ トーアクレセント 牝３栗 ５４ 小牧 太東亜駿馬� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４４０± ０１：１４．６３ ７．４�
６１２ ア ッ サ イ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３０± ０１：１４．９２ ２９．４�
４７ チョウキレル 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４３８－ ４１：１５．０クビ ５７．４�
５１０ マーベラスリリー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４６８＋ ６１：１５．３２ １５．７	
３６ スリーロゼット 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４２４－１０ 〃 ハナ ６３．６

２３ モダンバレエ 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 新ひだか 井高牧場 ４４０－ ８１：１５．４� ９９．９�

４８ ミラクルフェイマス 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三アルツト組合 福永 甲 新冠 柏木 一則 ４３８＋ ２１：１５．５� １５８．３�
１１ マルモキラリ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一まるも組合 木原 一良 日高 広富牧場 ４３８± ０１：１５．６� １３．５
７１３ アグネスビジン 牝３栗 ５４ 石橋 守渡辺 孝男氏 本田 優 三石 三石川上牧場 ４００＋ ４１：１５．７� ９９．２�
１２ マザーテーラー 牝３栗 ５４ 中村 将之中西 浩一氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４６６＋ ２１：１５．８� １３７．８�
３５ デンコウテンパイ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４２０－ ２１：１６．０１� １４０．３�
６１１ イイデエース 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４４８－１０ 〃 クビ ７．０�
７１４ ビバオーケストラ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 克典吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４２６＋ ６１：１６．４２� ２５５．５�
２４ ラガーキセキ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４１８－ ４１：１６．５� ５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６９７，１００円 複勝： ２７，９６１，６００円 枠連： ２０，５８８，４００円

普通馬連： ６５，８８０，４００円 馬単： ５６，０１５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９９５，６００円

３連複： ８８，６５１，４００円 ３連単： １３６，９６７，０００円 計： ４３７，７５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １，２６０円 � ２４０円 枠 連（８－８） ４，７００円

普通馬連 �� ５，３５０円 馬 単 �� ７，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ４３０円 �� ７，６６０円

３ 連 複 ��� １６，０２０円 ３ 連 単 ��� ７３，６３０円

票 数

単勝票数 計 １７６９７１ 的中 � ７３２１４（１番人気）
複勝票数 計 ２７９６１６ 的中 � １１１６６４（１番人気）� ３３０３（１０番人気）� ２４７６４（４番人気）
枠連票数 計 ２０５８８４ 的中 （８－８） ３２３４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６５８８０４ 的中 �� ９０９５（１８番人気）
馬単票数 計 ５６０１５１ 的中 �� ５５６７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９９５６ 的中 �� ３４０８（１７番人気）�� １５２４７（３番人気）�� ７１６（５１番人気）
３連複票数 計 ８８６５１４ 的中 ��� ４０８４（４３番人気）
３連単票数 計１３６９６７０ 的中 ��� １３７３（１９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．１―１２．５―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．４―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイミステリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Forest デビュー ２００８．１０．１２ 京都６着

２００６．５．１０生 牝３栗 母 タイキミステリー 母母 Certain Secret ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ラガーキセキ号の騎手浜中俊は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番への進路影響）
※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） １頭 ロングアイドル号
（非抽選馬） １頭 イズミコマンダー号



０１００２ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１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

５６ カネトシコウショウ 牡３青鹿５６ 福永 祐一兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４５６＋ ２１：５５．６ １２．５�

８１１ シゲルダイセン 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４５６－ ４１：５６．４５ １．５�
７９ テイエムリュウジン 牡３芦 ５６ 赤木高太郎竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４７４＋ ４１：５７．６７ ８．０�
６７ タガノヴァンドーム 牡３鹿 ５６ 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 ５２８＋１４１：５７．９２ ７．１�
６８ ラヴソースウィート 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６６－ ４１：５８．０クビ １６．９�
８１２ ピサノロンドフォル 牝３鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊市川 義美氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４３４－ ４１：５８．３２ ２４５．５�

４４ スナークツバサ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥杉本仙次郎氏 野中 賢二 様似 清水スタッド ４８８＋ ４ 〃 クビ ３３．１	
５５ アスカノユタカ 牡３栗 ５６

５４ △田中 健豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 B４６０＋ ６ 〃 ハナ １６２．８

１１ ファストヴァリュー 牡３鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太熊坂富寿雄氏 領家 政蔵 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４８０－ ２１：５８．６１� １３．５�

３３ スナークスペシャル 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 エンドレス
ファーム ５０６＋ ４１：５９．０２� １６３．４�

７１０ シーガルプリンセス 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎森本 悳男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：５９．１� ６１．８
２２ ツルマルミライ 牡３鹿 ５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 高野牧場 ５１８＋ ４１：５９．４２ １８．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，１５１，７００円 複勝： ４６，５１２，２００円 枠連： １７，２２４，４００円

普通馬連： ６４，０７３，５００円 馬単： ６３，０９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３８３，１００円

３連複： ８１，８１３，７００円 ３連単： １５７，９８０，７００円 計： ４７４，２２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（５－８） ８３０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，０７０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １５，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２０１５１７ 的中 � １２７４３（４番人気）
複勝票数 計 ４６５１２２ 的中 � １７４９９（６番人気）� ２８７１９５（１番人気）� ４４２７９（２番人気）
枠連票数 計 １７２２４４ 的中 （５－８） １５３２１（４番人気）
普通馬連票数 計 ６４０７３５ 的中 �� ５２２４７（４番人気）
馬単票数 計 ６３０９０３ 的中 �� １６２１２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３８３１ 的中 �� １３５５０（５番人気）�� ４６０８（１４番人気）�� ３０５７４（１番人気）
３連複票数 計 ８１８１３７ 的中 ��� ３３７６６（６番人気）
３連単票数 計１５７９８０７ 的中 ��� ７３４１（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．８―３８．３―５２．０―１：０５．９―１：１９．１―１：３１．２―１：４３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カネトシコウショウ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．８．１６ 札幌２着

２００６．４．２３生 牡３青鹿 母 タカノラベンダー 母母 クラウンシヤトー ７戦１勝 賞金 １０，４００，０００円



０１００３ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ フキラウソング 牝３栗 ５４ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：２５．４ ３．３�

８１５ コスモスプライト 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 前田 宗将 ４７４± ０ 〃 クビ ６．７�
７１３ エルチョコレート 牡３黒鹿５６ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４４４＋ ４１：２５．８２� ８．９�
２２ シルクメビウス 牡３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４７２－ ４１：２５．９クビ ２．７�
３５ エーシンビーセルズ 牡３黒鹿５６ 小牧 太平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４８２＋ ６ 〃 ハナ ７．７�
６１０ リバーサルブロー 牡３鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４４８＋ ４１：２６．３２� ５４．９	
４７ タイキジャガー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ２１：２６．５１� ５５．０

３４ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５０４＋ ８１：２６．６� ８６．３�

４６ ワンダーキラメキ 牡３栗 ５６
５３ ▲荻野 琢真山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 ４７６－ ２１：２６．８１� １０９．６�

５８ サイレントビート 牡３鹿 ５６ 橋本 美純門野 重雄氏 大根田裕之 宮崎 戸田 ゆり子 ４３４＋ ８１：２６．９� ２２３．９
７１２� フジフーフー 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�フジレーシング 松永 康利 新冠 小泉 学 ４６８－ ２１：２８．０７ ２８２．２�
１１ タムロウイング 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４５６－ ２１：２８．２１� ５８．５�
８１４ プリティマリ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５８＋１０ 〃 クビ ３２８．６�
６１１ サマーラグーン 牝３青鹿５４ 角田 晃一セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４４０＋ ６１：２８．８３� １７１．７�
２３ ワールドワン 牝３黒鹿５４ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 大柳ファーム ４２４± ０１：３０．０７ ９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，８１０，３００円 複勝： ３７，７７１，１００円 枠連： ２１，１４８，５００円

普通馬連： ８５，２７０，０００円 馬単： ６６，３５６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３５５，０００円

３連複： １０４，８７９，１００円 ３連単： １７７，９０８，８００円 計： ５４７，４９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（５－８） １，３８０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ４７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� １２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２３８１０３ 的中 � ５７０４４（２番人気）
複勝票数 計 ３７７７１１ 的中 � ８０５５９（２番人気）� ４２８８９（５番人気）� ５２４１０（３番人気）
枠連票数 計 ２１１４８５ 的中 （５－８） １１３６０（７番人気）
普通馬連票数 計 ８５２７００ 的中 �� ４５２１２（６番人気）
馬単票数 計 ６６３５６５ 的中 �� ２０４３３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３５５０ 的中 �� １４６２８（６番人気）�� １６２９０（５番人気）�� １０４１９（１０番人気）
３連複票数 計１０４８７９１ 的中 ��� ２７３７８（９番人気）
３連単票数 計１７７９０８８ 的中 ��� １０７０３（３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．９―１２．５―１２．８―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．９―４７．４―１：００．２―１：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
３ ・（１，１４，３）（２，９）（１０，１１，１５）１３（４，５，１２）（７，６）－８ ４ ・（１，１４，９）（２，３）１５（１０，１３）（４，５）１１（７，１２）６－８

勝馬の
紹 介

フキラウソング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．９．２１ 阪神３着

２００６．４．３０生 牝３栗 母 ディアマンブルー 母母 ゲートドクール ６戦２勝 賞金 １７，１００，０００円



０１００４ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時４０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

７７ グランプリサクセス 牡５芦 ５７ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４７２± ０１：５２．９ ３．５�

８９ サンデーヒストリー 牡４青鹿５６ 鮫島 良太�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ５３６＋ ２１：５３．２２ ２．２�
８１０ マッシヴエンペラー 牡４栗 ５６ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８６＋ ８１：５３．５１� １３．９�
４４ � ド ゥ ー エ ン 牡４鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-
mares２００４ ４４２＋ ２１：５３．８２ １１．３�

７８ スズカファイト 牡４栗 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 B４６２－ ２１：５４．１２ １１４．７�
５５ マーベラスアロー 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４９０＋ ６１：５４．２� １９．５	
１１ メイショウテッペイ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ５２８＋２２１：５４．５２ ９．８

６６ ベストルート 牡４栗 ５６ 高野 容輔�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４６６－ ２１：５４．６クビ １４４．１�
３３ � カネトシヴィゴーレ 牝４栗 ５３ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 豪 Arrowleave

Joint Venture ４２８± ０１：５６．１９ １０．６�
２２ � エーシンカマンダー 牡４栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ４９０± ０２：１０．４大差 １３．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，５０２，８００円 複勝： ３１，９６８，４００円 枠連： １９，７９６，７００円

普通馬連： ７８，８５３，０００円 馬単： ７２，０６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４１５，２００円

３連複： ９２，８５０，６００円 ３連単： ２００，８５９，６００円 計： ５４８，３０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ２９０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ５４０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２４５０２８ 的中 � ５６７１９（２番人気）
複勝票数 計 ３１９６８４ 的中 � ８１２１５（２番人気）� ８８３１８（１番人気）� ２５２８１（６番人気）
枠連票数 計 １９７９６７ 的中 （７－８） ５０８０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８８５３０ 的中 �� １８９９２４（１番人気）
馬単票数 計 ７２０６２７ 的中 �� ６８２４２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４１５２ 的中 �� ５４１０２（１番人気）�� １０５１４（９番人気）�� １１３４５（６番人気）
３連複票数 計 ９２８５０６ 的中 ��� ６１５９５（３番人気）
３連単票数 計２００８５９６ 的中 ��� ３５８２０（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３５．７―４８．６―１：０２．２―１：１５．２―１：２７．９―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランプリサクセス �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００６．８．２７ 小倉４着

２００４．３．２５生 牡５芦 母 エイダイクイン 母母 ユキノサンライズ １９戦２勝 賞金 ３１，９８０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔その他〕 エーシンカマンダー号は，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。



０１００５ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第５競走 ��２，０００�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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

３３ デイブレイクスベル 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４６４＋ ２２：０３．２ ３．６�

１１ キングウェールズ 牡３鹿 ５６ 武 豊杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５４± ０ 〃 アタマ １．４�

４４ メイショウケンロク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５１０＋ ６２：０３．５２ ２０．２�
２２ スリーオブジャパン 牡３栗 ５６ 小牧 太永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４７０± ０２：０４．１３� ６５．３�
６７ レナプリンセス 牝３鹿 ５４ 上野 翔�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 ４９４－ ８２：０４．２クビ ６２．４�
７１０ コスモミラクル 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉 �ビッグレッドファーム 野元 昭 日高 前川 義則 ４７２－ ２２：０４．４１ ６０．１	
６８ � ピサノレインボー 牝３栗 ５４

５３ ☆浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 英 Tobino Farm ４６０－１０２：０４．５� １３．４

７９ ミスズチャンプ 牡３青 ５６ 福永 祐一永井 啓弍氏 加藤 敬二 青森 ワールドファーム ４１２－１０ 〃 アタマ ３６．９�
８１１ トーホウメジャー 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健東豊物産� 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４７６＋ ２２：０４．８１� ２４．８�
５５ ウルトラミューズ 牝３青鹿５４ 角田 晃一北村キヨ子氏 山内 研二 日高 長田ファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ７１．１
８１２ シゲルオスズヤマ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４２２－ ２２：０４．９� １５４．３�
５６ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４８４－ ４２：０６．８大差 １０７．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，４９２，４００円 複勝： ５５，４７５，８００円 枠連： ２１，１９５，５００円

普通馬連： ６９，４９８，９００円 馬単： ８０，９３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６３２，０００円

３連複： ９２，４１０，７００円 ３連単： ２２３，８５７，４００円 計： ５９１，４９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（１－３） ２００円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ３，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４９２４ 的中 � ５０２２４（２番人気）
複勝票数 計 ５５４７５８ 的中 � ７５２５５（２番人気）� ３７９６３９（１番人気）� ２１６７０（４番人気）
枠連票数 計 ２１１９５５ 的中 （１－３） ７８８６８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９４９８９ 的中 �� ２５００９２（１番人気）
馬単票数 計 ８０９３３１ 的中 �� ９７３６２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６３２０ 的中 �� ７３０３５（１番人気）�� ９９２５（６番人気）�� １５９７０（３番人気）
３連複票数 計 ９２４１０７ 的中 ��� １０３６９０（２番人気）
３連単票数 計２２３８５７４ 的中 ��� ５４７５９（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３６．１―４９．３―１：０２．１―１：１５．４―１：２７．６―１：３９．７―１：５１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デイブレイクスベル �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００８．１１．２４ 京都６着

２００６．２．２８生 牡３黒鹿 母 キョウワホウセキ 母母 シヤープステーブル ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３５分に変更。
※コスモミラクル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１００６ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１３ レッドディザイア 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：４８．９ ３．４�

３３ サトノエンブレム 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４８２ ― 〃 ハナ ７．１�
６８ メイショウドナリオ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１４ ―１：４９．４３ ５．０�
２２ エーシンゴーシュア �３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊平井 宏承氏 宮本 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８２ ―１：４９．５� ５．７�
６９ マルカベンチャー 牡３栗 ５６ 幸 英明河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７０ ― 〃 ハナ ８．４�
８１２ テイエムハリアー 牡３芦 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４４４ ―１：４９．９２� ４０．６�
１１ � ホウショウアビル 牝３鹿 ５４ 小牧 太芳賀 吉孝氏 安田伊佐夫 米 Green

Gates Farm ４６８ ―１：５０．５３� １３．５	
５７ タガノブレード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 静内 桜井牧場 ５５０ ―１：５０．７１� ３２．２

４５ スマートシェリー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦大川 徹氏 佐山 優 日高 いとう牧場 ４４０ ―１：５０．９１� ７６．９�
４４ カ ス ガ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一高山 裕基氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４６ ― 〃 アタマ ４６．５�
７１１� タ ッ チ ア ス 牝３黒鹿５４ 武 豊中村 祐子氏 浅見 秀一 米 Common-

wealth ３９８ ―１：５１．６４ ７．２
５６ シゲルエナサン 牝３栗 ５４ 福永 祐一森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４５０ ―１：５１．７� ６４．９�
７１０ エ ア パ ダ ム 牡３青鹿５６ 鮫島 良太 �ラッキーフィールド矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４８４ ―１：５２．４４ １３６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，０７３，９００円 複勝： ２８，１４０，０００円 枠連： ２１，６０８，９００円

普通馬連： ７０，９２８，１００円 馬単： ５６，７０３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２５９，０００円

３連複： ８４，７６１，８００円 ３連単： １４４，３０７，６００円 計： ４４７，７８２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（３－８） １，１００円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３２０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２００７３９ 的中 � ４７８７９（１番人気）
複勝票数 計 ２８１４００ 的中 � ５６７７９（１番人気）� ３５７４２（４番人気）� ４７７１８（２番人気）
枠連票数 計 ２１６０８９ 的中 （３－８） １４５０６（５番人気）
普通馬連票数 計 ７０９２８１ 的中 �� ４７５４８（３番人気）
馬単票数 計 ５６７０３２ 的中 �� ２２２０９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２５９０ 的中 �� １３５５０（２番人気）�� １７６７７（１番人気）�� ７８４８（８番人気）
３連複票数 計 ８４７６１８ 的中 ��� ３１３３４（３番人気）
３連単票数 計１４４３０７６ 的中 ��� １２８６５（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３６．２―４８．８―１：０１．４―１：１３．９―１：２６．０―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドディザイア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon 初出走

２００６．４．１９生 牝３鹿 母 グレイトサンライズ 母母 Grace And Glory １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



０１００７ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５９ トウショウブリッツ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８０＋ ４１：１２．０ ２．７�

２４ ホシシャトル 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５３２－ ４１：１２．１� ９．６�
１１ タイキドゥカティ 牡４鹿 ５６ 上村 洋行�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ ２．８�
３５ � エーシンブイムード 牝４青鹿５４ 藤岡 佑介平井 宏承氏 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４４２＋ ６１：１２．２クビ ６９．３�
７１３ ウルドサリエ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５１４＋ ２１：１２．４１� １５．２�
８１６ サザンビューティー 牝６芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １４．６	
５１０� アクロスザスター �５栗 ５７ 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla

Wolfson ５２０＋ ８１：１２．５� ５１．１

８１５ ライコウテンユウ 牡４栗 ５６

５４ △田中 健内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５０６－ ２１：１２．６クビ １０５．５�
２３ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ２１．２�
１２ ハードリレー 牡５栗 ５７

５６ ☆浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４５８＋１２１：１２．８１� １４５．０
６１１ ピンクペガサス 牡４黒鹿５６ 幸 英明木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ４９４＋ ８１：１２．９	 ４６．９�
４８ マイネラロンハ 牝４栗 ５４ 野元 昭嘉 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４６８± ０１：１３．６４ ８．５�
３６ キタサンコンバット 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ５００－ ４１：１３．７	 ２３．９�
７１４
 リッカモーメント 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４０６＋ ６１：１３．９１ ２６９．８�
６１２
 シゲルダンクー 牡５鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅森中 蕃氏 小島 貞博 浦河 小島牧場 ５３４＋１４１：１４．１１	 ３３７．４�
４７ ダンツヘイロー 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 三石 金舛 幸夫 ４９６＋ １１：１７．０大差 １５６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２６２，１００円 複勝： ４０，３８５，８００円 枠連： ２９，２４１，６００円

普通馬連： １１２，５０１，４００円 馬単： ８２，９５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５３４，７００円

３連複： １４１，５７７，４００円 ３連単： ２４９，２３０，０００円 計： ７１８，６８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １２０円 枠 連（２－５） ８２０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ６，２００円

票 数

単勝票数 計 ２５２６２１ 的中 � ７５５１２（１番人気）
複勝票数 計 ４０３８５８ 的中 � １２０７８５（１番人気）� ２９９６８（３番人気）� ９９９７０（２番人気）
枠連票数 計 ２９２４１６ 的中 （２－５） ２６３１８（２番人気）
普通馬連票数 計１１２５０１４ 的中 �� ６１５４１（２番人気）
馬単票数 計 ８２９５３１ 的中 �� ２７４４３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５３４７ 的中 �� １８７８４（２番人気）�� ８５７０６（１番人気）�� １４１２１（５番人気）
３連複票数 計１４１５７７４ 的中 ��� １１４６６２（２番人気）
３連単票数 計２４９２３００ 的中 ��� ２９６８９（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．９―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウブリッツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．１２．１６ 阪神７着

２００４．４．１３生 牡５鹿 母 メイトウショウ 母母 サマンサトウショウ １８戦３勝 賞金 ４６，７２７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツヘイロー号は，平成２１年２月４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アルーリングライン号・ヴェリタス号・テンシノボストン号・ブループレミアム号



０１００８ １月４日 晴 良 （２１京都１）第１日 第８競走 ��３，０００�
まんよう

万葉ステークス
発走１４時００分（番組第１０競走を順序変更） （芝・右・外）

４歳以上，２０．１．５以降２０．１２．２８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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：０２．７
３：０２．５

良

良

４４ ニホンピロレガーロ 牡６鹿 ５３ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５１４＋ ６３：０８．３ ６．３�

７７ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７．５ 芹沢 純一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５４６＋１２３：０８．４クビ ３．６�

６６ アラタマサモンズ 牡７鹿 ５３ 小牧 太荒木 みち氏 新川 恵 門別 槇本牧場 ５１４＋ ６ 〃 クビ ７．８�
５５ ブレーヴハート 牡７黒鹿５３ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２０－ ４ 〃 ハナ ８．０�
２２ ブラックアルタイル �７黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４９２＋ ８３：０８．５� ４．９�
１１ トウカイエリート 牡９黒鹿５６ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ５００＋２０３：０８．７１� ３．０	
３３ ウインカーディナル 牡７黒鹿５２ 浜中 俊�ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４９６＋ ４ 〃 ハナ ３９．１


（７頭）

売 得 金

単勝： ３０，０７８，８００円 複勝： ３２，５２９，２００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １１５，３２２，９００円 馬単： ９０，８９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１１５，５００円

３連複： １０４，３０９，３００円 ３連単： ３７５，６４０，３００円 計： ７７３，８９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ４８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� １１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３００７８８ 的中 � ３７７１９（４番人気）
複勝票数 計 ３２５２９２ 的中 � ４０８１２（４番人気）� ６９１７１（２番人気）
普通馬連票数 計１１５３２２９ 的中 �� ７６０４６（５番人気）
馬単票数 計 ９０８９７３ 的中 �� ２８８５３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１１５５ 的中 �� １６４１５（５番人気）�� １２７１３（１０番人気）�� １５６６１（６番人気）
３連複票数 計１０４３０９３ 的中 ��� ３８３１２（１０番人気）
３連単票数 計３７５６４０３ 的中 ��� ２５０３１（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．５―２５．８―３８．０―５１．０―１：０３．９―１：１６．４―１：２９．８―１：４３．２―１：５６．１―２：０８．９―２：２１．４―２：３３．２

２，６００� ２，８００�
―２：４４．６―２：５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４６．９―３F３５．１
１
�
６，７－１（２，５）４，３
６，７（１，４）（２，５）－３

２
�
６，７，１，５（２，４）３・（６，７）－（１，４）（２，５）－３

勝馬の
紹 介

ニホンピロレガーロ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００６．３．２５ 阪神１２着

２００３．５．３０生 牡６鹿 母 ニホンピロポリーナ 母母 ニホンピロクリア １９戦４勝 賞金 ７１，３１８，０００円
※ブレーヴハート号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１００９ １月４日 晴 良 （２１京都１）第１日 第９競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時３５分（番組第８競走を順序変更） （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１� ハイエモーション 牡４栗 ５６ 武 豊前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina
Plumley ４７２± ０１：２３．９ ２．４�

３５ ペルルノワール 牝５青鹿５５ 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 大久保龍志 新冠 松浦牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ３０．９�
５９ � クイックリープ 牡４栗 ５６ 赤木高太郎松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４７４＋ ６１：２４．０クビ １０．７�
５１０ リーガルスキーム 牡４栗 ５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６８＋ ６１：２４．４２� ３．２�
１２ イ チ オ カ 牡４黒鹿５６ 四位 洋文三宅 勝俊氏 安田 隆行 様似 能登ファーム ５２２＋ ２ 〃 クビ ５５．１�
８１６ アイノレグルス 牡４鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊田中 一成氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６６＋ ６１：２４．５� ８．４	
８１５ ミステリーゲスト 牡７鹿 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９４＋１４１：２４．８１� ６４．８

３６ ブライトロジック 	５黒鹿５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 追分 追分ファーム ４６６＋１０１：２５．０１ １７．２�
６１２ メイショウヨシヒサ 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好�氏 武 邦彦 浦河 信岡牧場 ４７６＋２０１：２５．１� １７．９
４８ ショウナンラノビア 牝６栗 ５５ 小牧 太国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５１２＋１０ 〃 アタマ １０５．５�
７１４� ダンジグマスター 牡４鹿 ５６ 池添 謙一榮 義則氏 森 秀行 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

４７８＋ ８１：２５．２クビ １０９．９�
４７ ウォーターリング 牝４黒鹿 ５４

５２ △田中 克典山岡 正人氏 武 邦彦 門別 豊洋牧場 ４４４＋ ４１：２５．４１
 １０８．４�
２４ シルクパスワード 牡７栗 ５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４７０－ ２１：２５．６１
 ４７．９�
２３ ネヴァシャトル 牡５栗 ５７

５４ ▲荻野 琢真�ティーエイチ 野中 賢二 静内 藤原牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２０．１�
７１３ インプレッション 	７黒鹿５７ 渡辺 薫彦前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ４１：２５．７� １４４．５�
１１ スリーサンフレンチ 牡６鹿 ５７ 幸 英明永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８８＋ ２１：２５．９１ ４１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，２１０，０００円 複勝： ５１，６７９，９００円 枠連： ５１，９６８，１００円

普通馬連： １８０，３４８，７００円 馬単： １２１，８４６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，０５５，８００円

３連複： ２０２，１９５，０００円 ３連単： ４４０，２１５，２００円 計： １，１３６，５１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ５７０円 � ２６０円 枠 連（３－６） １，１６０円

普通馬連 �� ３，６００円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ４７０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ８，２４０円 ３ 連 単 ��� ４１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３６２１００ 的中 � １２１３５９（１番人気）
複勝票数 計 ５１６７９９ 的中 � １３５５２１（１番人気）� １７５０１（８番人気）� ４７４６２（４番人気）
枠連票数 計 ５１９６８１ 的中 （３－６） ３３３１６（４番人気）
普通馬連票数 計１８０３４８７ 的中 �� ３７０２３（１２番人気）
馬単票数 計１２１８４６３ 的中 �� １７０７４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２０５５８ 的中 �� １０２７５（１２番人気）�� ３０２０２（２番人気）�� ４７３６（２２番人気）
３連複票数 計２０２１９５０ 的中 ��� １８１１２（１９番人気）
３連単票数 計４４０２１５２ 的中 ��� ７８２４（１０２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．９―１１．８―１２．０―１２．１―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．８―２２．７―３４．５―４６．５―５８．６―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハイエモーション �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Strike the Gold デビュー ２００７．１２．２２ 中山１着

２００５．２．８生 牡４栗 母 Strikingperfection 母母 Attend to Detail ７戦３勝 賞金 ２８，７００，０００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 アグネスハッピー号



０１０１０ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第１０競走 ��１，６００�
しんしゅん

新春ステークス
発走１５時１０分（番組第９競走を順序変更） （芝・右・外）

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

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

５９ スペルバインド 牝４鹿 ５４ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４９４－ ４１：３４．２ ７．８�

４８ テイエムアタック 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５０６＋ ２１：３４．４１� ３．４�
７１４� ライブコンサート �５黒鹿５７ 藤岡 佑介グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７８－ ２１：３４．６１� ４．５�
２４ リアルコンコルド 牡７鹿 ５７ 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ６．４�
４７ コーナーストーン 牡５鹿 ５７ 角田 晃一セゾンレースホース� 国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ２１：３４．７� １１．３�
７１３ ランヘランバ 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５０－ ２１：３４．８クビ＋クビ ６３．５	
８１６ シャランジュ 牝４鹿 ５４ 秋山真一郎伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４３２＋ ２１：３５．０１� ５５．２

５１０ マッチメイト 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介釘田 秀人氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４７８＋ ４１：３５．１クビ ３０．６�
１２ � ピサノアルハンブラ 牡６鹿 ５７ 中村 将之市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４９６－ ２ 〃 アタマ １８．３�
１１ ミダースタッチ 牡４栗 ５６ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３４＋ ４ 〃 クビ １０．４
６１２ ブリトマルティス 牝５鹿 ５５ 酒井 学吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４４０－ ４ 〃 ハナ ４４．１�
６１１ マイネルパシオン 牡７青鹿５７ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４８８± ０１：３５．２� ８０．１�
２３ コスモラヴアゲイン 牡７青鹿５７ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 佐々木晶三 静内 泊 寿幸 ４９６＋ ４１：３５．３� １１９．７�
３５ サワヤカラスカル 牝４鹿 ５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４１８－ ４ （降着） ２１．９�
８１５ アドマイヤヘッド 牡５芦 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４７４＋１２１：３５．４� １５．９�
３６ クーフーリン 牡８鹿 ５７ 石橋 守�ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４５２＋ ２１：３６．３５ ２３８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，０２７，３００円 複勝： ６４，２７５，８００円 枠連： ５６，８２６，２００円

普通馬連： ２５８，２２５，９００円 馬単： １５１，１０２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，０４１，３００円

３連複： ２７６，４０９，０００円 ３連単： ５７８，２２５，３００円 計： １，４８９，１３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－５） ９２０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ５６０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４１０２７３ 的中 � ４１７８１（４番人気）
複勝票数 計 ６４２７５８ 的中 � ６１４０８（４番人気）� １４８３０３（１番人気）� １０８９５７（２番人気）
枠連票数 計 ５６８２６２ 的中 （４－５） ４５６０１（４番人気）
普通馬連票数 計２５８２２５９ 的中 �� １４５７７１（３番人気）
馬単票数 計１５１１０２６ 的中 �� ３５９０５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３０４１３ 的中 �� ２８９８２（３番人気）�� ２６０３２（５番人気）�� ６２０６１（１番人気）
３連複票数 計２７６４０９０ 的中 ��� １３８３５３（２番人気）
３連単票数 計５７８２２５３ 的中 ��� ４２８５８（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．１―５８．８―１：１０．６―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペルバインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danehill デビュー ２００７．９．２ 札幌３着

２００５．２．２５生 牝４鹿 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia １３戦４勝 賞金 ６４，３１９，０００円
〔降着〕 サワヤカラスカル号は，６位〔タイム１分３４秒７，着差クビ〕に入線したが，決勝線手前で急に外側に斜行して

「コスモラヴアゲイン」号の走行を妨害したため１４着に降着。（その他１１番・１番への進路影響）
〔制裁〕 サワヤカラスカル号の騎手浜中俊は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成２１年１月１０日から平成２１年１月

１８日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アドマイヤディーノ号・アペリティフ号・マッハジュウクン号・ラブアクチュアリー号



０１０１１ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第１１競走 ��１，８００�
かどまつ

門松ステークス
発走１５時４５分 （ダート・右）

４歳以上；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬
は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７８ ダークメッセージ 牡６栃栗５６ 佐藤 哲三 �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± ０１：５０．８ ２．０�

２２ マイネルアワグラス 牡５鹿 ５７ 武 豊 �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＋ ４ 〃 ハナ ２．５�

８９ アップドラフト �７鹿 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ５０４＋ ８１：５１．８６ ２７．４�
１１ タガノエクリプス 牡６青 ５６ 幸 英明八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：５１．９� ２３．９�
８１０ ナナヨーヒマワリ 牡８栗 ５７ 福永 祐一尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５１２＋ ６ 〃 ハナ １５．３�
３３ ハ ス フ ェ ル 牡７栗 ５６ 渡辺 薫彦�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４７６＋２０１：５２．１１� １０８．２	
５５ マイネルテセウス 牡６鹿 ５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋１６１：５２．５２� ２８．８

７７ ニホンピロキース 牡８芦 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４９０＋ ４１：５３．６７ １３．６�
４４ ワーキングボーイ 牡６鹿 ５６ 田村 太雅 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ４９８＋ ２１：５４．０２� １０６．２�
６６ サブジェクト 牡４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント B４６０＋１０１：５６．３大差 １５．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ６７，４７１，７００円 複勝： １１０，８９１，９００円 枠連： ７２，３２８，９００円

普通馬連： ３５９，７９０，６００円 馬単： ２９０，２５５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，９８６，１００円

３連複： ３２８，５７９，２００円 ３連単： １，１７９，７９０，３００円 計： ２，４８３，０９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（２－７） １７０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ４６０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ２，６６０円

票 数

単勝票数 計 ６７４７１７ 的中 � ２７９１９９（１番人気）
複勝票数 計１１０８９１９ 的中 � ６７４３０１（１番人気）� ２０３１９７（２番人気）� ３１４３８（７番人気）
枠連票数 計 ７２３２８９ 的中 （２－７） ３２１４１８（１番人気）
普通馬連票数 計３５９７９０６ 的中 �� １５０４６６０（１番人気）
馬単票数 計２９０２５５７ 的中 �� ６６１８６８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３９８６１ 的中 �� ２４３４０６（１番人気）�� ２９１１３（６番人気）�� ２１１４８（１１番人気）
３連複票数 計３２８５７９２ 的中 ��� ２４３０９０（５番人気）
３連単票数 計１１７９７９０３ 的中 ��� ３２８０３２（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．４―４７．８―１：００．６―１：１３．８―１：２６．６―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．０
１
３
６－５－７－９－８，２－３－１０－４－１
６，５，７－（８，９，２）－３（１，１０，４）

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

勝馬の
紹 介

ダークメッセージ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１０．２３ 京都１着

２００３．２．１４生 牡６栃栗 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ３１戦５勝 賞金 １９１，７１６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サブジェクト号は，平成２１年２月４日まで平地競走に出走できない。



０１０１２ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

２４ グッドキララ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５２８＋ ２１：２１．６ ４．６�

３６ ミルクトーレル 牝５鹿 ５５ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５１２＋ ２１：２１．９２ ６．８�
７１４ バブルウイズアラン 牡５鹿 ５７ 幸 英明小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８８± ０１：２２．２１� ３．５�
１２ メイショウローラン 牡４鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４７２＋ ２１：２２．３� １１．２�
１１ ナリタトルネード 牡４栗 ５６ 武 幸四郎�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２１．１�
３５ コンティネント 牡５鹿 ５７ 角田 晃一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２６－ ２１：２２．４クビ ２２．４�
７１３� チョウカイファイト 牡６栗 ５７

５６ ☆浜中 俊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５０２＋ ４ 〃 クビ ５．８	
４７ メ イ カ 牝５鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真 
サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４５２± ０ 〃 ハナ １３．８�

２３ アドマイヤダーリン 牡６栃栗５７ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：２２．５クビ ３４．７�
６１１�� マチカネエベッサン 牡５鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太細川 益男氏 藤岡 健一 愛 Machi-
kane Farm ４８２＋１４１：２２．８２ ５７．７

５９ ビッグファルコン 牡８栗 ５７ 熊沢 重文小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４４６－ ４１：２３．０１� １２７．６�
８１６ ビーチフェスタ 牝６黒鹿５５ 赤木高太郎 
社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：２３．１	 ４６．５�
５１０ リマレックス 牝４栗 ５４

５２ △田中 克典
ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４５６± ０１：２３．３１	 １１６．１�
６１２� シルクストライカー 牡５青鹿５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 新冠 グリー牧場 B４５８－ ６ 〃 アタマ ６４．９�
８１５ テイエムシップウ 牡５栗 ５７

５５ △田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ４８６± ０１：２４．５７ ２２５．９�
４８ エーシンビーエル 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５４８＋１２ 〃 アタマ １２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，００９，１００円 複勝： ９２，１３５，０００円 枠連： ９５，７２０，４００円

普通馬連： ３３３，４７３，１００円 馬単： ２０４，１３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９２，１６０，６００円

３連複： ３９１，６２８，１００円 ３連単： ８３８，７２５，６００円 計： ２，１１０，９８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（２－３） １，０７０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ３００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� １０，３２０円

票 数

単勝票数 計 ６３００９１ 的中 � １０８７４５（２番人気）
複勝票数 計 ９２１３５０ 的中 � １６９８６０（１番人気）� １０５３５１（４番人気）� １６７９６４（２番人気）
枠連票数 計 ９５７２０４ 的中 （２－３） ６６０８３（６番人気）
普通馬連票数 計３３３４７３１ 的中 �� １７０５４６（５番人気）
馬単票数 計２０４１３２６ 的中 �� ５５３３８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２１６０６ 的中 �� ４４７３１（４番人気）�� ８２６４１（１番人気）�� ４０５５８（５番人気）
３連複票数 計３９１６２８１ 的中 ��� １７１６９０（２番人気）
３連単票数 計８３８７２５６ 的中 ��� ６００２３（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．６―４７．３―５８．６―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドキララ �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００６．９．３ 小倉４着

２００４．４．３０生 牡５鹿 母 コウエイブルーム 母母 スエヒロジョウオー ２５戦４勝 賞金 ６０，６７３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ゴッドスマイルユー号・シルクパナシア号・ラストモア号
（非抽選馬） １頭 ジャングルテクノ号



（２１京都１）第１日 １月４日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５９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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４５，１１０，０００円
８，１２０，０００円
１７，９６０，０００円
１，２１０，０００円
２２，０２０，０００円
５７，３７８，０００円
４，１０８，０００円
１，５７４，１００円

勝馬投票券売得金
３９１，７８７，２００円
６１９，７２６，７００円
４２７，６４７，６００円
１，７９４，１６６，５００円
１，３３６，３４８，５００円
４９５，９３３，９００円
１，９９０，０６５，３００円
４，７０３，７０７，８００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 １１，７５９，３８３，５００円

総入場人員 ４５，６６８名 （有料入場人員 ４４，１６９名）




