
０１０３７ １月１１日 晴 良 （２１京都１）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）

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

４６ メイショウボルト 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 日田牧場 ４２８± ０１：１４．４ １７．９�

４７ ガッチリガッチリ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １６．３�
３５ タガノバッチグー 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２± ０１：１５．３５ ８．０�

３４ オーミレイライン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 幾千世牧場 ５１０± ０１：１５．４クビ ２２．６�
５９ バイオレントナイト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４３２± ０１：１５．６１� １．３�
６１１ キセキサイチャン 牝３鹿 ５４ 田島 裕和武田 茂男氏 藤沢 則雄 鵡川 ムカワベルモ

ントファーム ４７０± ０１：１５．８１� １０３．２�
２３ ハ ー ト マ ン 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎副島 義久氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４３０＋ ２１：１６．１２ ２０３．７	
５８ ターニングストーン 牡３鹿 ５６ 小牧 太後藤 繁樹氏 西園 正都 新ひだか 安田 豊重 ５００＋ ２１：１６．３１� ９．４

７１３ カシノレオン 牡３黒鹿 ５６

５４ △田中 克典柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 B４３６－ ８１：１６．８３ ２００．９�
８１５ ベストトゥベスト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 田中 春美 B４５４－ ８ 〃 ハナ １７５．８�
８１４ イナズマガイア 牝３鹿 ５４ 金折 知則小泉 賢悟氏 福永 甲 新冠 小泉牧場 ４１４－ ６ 〃 ハナ ９４．４
１１ ローズタトゥ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 土田 扶美子 ４６８± ０１：１７．０１� ２２１．５�
２２ プライベート 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 広瀬 正昭 B５２０－ ４１：１７．５３ ３２１．１�
７１２ アクアブルースカイ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６８－ ４１：１９．０９ ３５．６�
６１０ オーバーザウェイヴ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 B５２０＋１２１：１９．２１ ３６７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，２０９，２００円 複勝： ４６，３８８，５００円 枠連： １６，０１６，７００円

普通馬連： ４３，８６３，０００円 馬単： ４７，４４５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２４８，７００円

３連複： ５５，６４９，７００円 ３連単： １１１，７３３，２００円 計： ３５９，５５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � １，０００円 � ８２０円 � ４８０円 枠 連（４－４） ７，６４０円

普通馬連 �� ８，６３０円 馬 単 �� １９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１２０円 �� １，２６０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １３，０４０円 ３ 連 単 ��� １０７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２０９２ 的中 � ８９３６（５番人気）
複勝票数 計 ４６３８８５ 的中 � １１８３０（６番人気）� １４６６３（５番人気）� ２６９７５（３番人気）
枠連票数 計 １６０１６７ 的中 （４－４） １５４９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４３８６３０ 的中 �� ３７５２（１９番人気）
馬単票数 計 ４７４４５１ 的中 �� １８０６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２４８７ 的中 �� ２０７５（１８番人気）�� ３５７５（１３番人気）�� ４７２０（９番人気）
３連複票数 計 ５５６４９７ 的中 ��� ３１５０（３０番人気）
３連単票数 計１１１７３３２ 的中 ��� ７６５（２２５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１２．２―１２．８―１２．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．１―３６．３―４９．１―１：０１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウボルト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１１．１５ 京都９着

２００６．３．３１生 牡３鹿 母 ユキノトップレディ 母母 シエイデイレーン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアブルースカイ号・オーバーザウェイヴ号は，平成２１年２月１１日まで平地競走に出走でき

ない。
※出走取消馬 マルブツジャガー号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウィステリアスカイ号



０１０３８ １月１１日 晴 良 （２１京都１）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

５９ ケイアイゲンブ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 大久保龍志 新ひだか 大滝 康晴 ４７４－ ６１：５４．３ １．４�

７１３ シルバーフィールド 牡３黒鹿５６ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ １８．５�
３４ サンライズフェア 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２± ０１：５５．６８ ５．８�
８１５ ナニハトモアレ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ １１．８�
６１０ オーバルシェープ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６１：５５．７クビ ８．５�
８１４ エプソムジャンボ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 浜田 光正 新ひだか 小河 豊水 ４５６－ ２１：５６．２３ ８６．８	
１１ マーブルアロー 牡３栗 ５６ 長谷川浩大下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋１６１：５６．６２� ７９．８

２２ キングマジック 牡３栗 ５６ 秋山真一郎増田 陽一氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４８６＋１２１：５６．９１� １２３．２�
２３ メイショウシンドウ 牡３鹿 ５６

５４ △田中 克典松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ４５．２�
４６ ヒルノカンクン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４９２＋ ８１：５７．４３ ４００．１
６１１ エルプレジデンテ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４８＋ ６１：５７．６１� ５５．１�
３５ ロマンチックデス 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅小田切有一氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８－ ２１：５７．８１� １２１．３�

５８ ザバトルクラシック 牡３鹿 ５６ 松岡 正海宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 日高大洋牧場 ４７８－ ２１：５８．０１� ８０．３�
７１２ ジョージバローズ �３鹿 ５６ 太宰 啓介猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８± ０１：５８．９５ ４３９．９�
４７ パープルガルチ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 新冠 清水 克則 ４３２± ０１：５９．８５ ５７２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６６，２００円 複勝： ４４，１５０，５００円 枠連： １６，０６１，２００円

普通馬連： ５１，４１９，９００円 馬単： ５０，６２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９５９，０００円

３連複： ６８，０９７，３００円 ３連単： １２４，９２３，０００円 計： ３９７，００４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（５－７） ６６０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １５０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２０７６６２ 的中 � １２０６２３（１番人気）
複勝票数 計 ４４１５０５ 的中 � ２６９８１４（１番人気）� ２５６２５（４番人気）� ５９１２５（２番人気）
枠連票数 計 １６０６１２ 的中 （５－７） １８０９３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５１４１９９ 的中 �� ４３４５６（４番人気）
馬単票数 計 ５０６２７８ 的中 �� ３６０７４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９５９０ 的中 �� １６３８０（４番人気）�� ４９８９８（１番人気）�� ８３１７（７番人気）
３連複票数 計 ６８０９７３ 的中 ��� ７３９１８（２番人気）
３連単票数 計１２４９２３０ 的中 ��� ２９４２５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３７．２―５０．７―１：０４．５―１：１７．５―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４F４９．８―３F３６．８
１
３
１３，９（１，３，８）（４，１１，１２）（１０，１５）１４，６，２（７，５）・（１３，９）（８，１４）（１，１５）（３，１１，１２）１０，４－６－２（７，５）

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

勝馬の
紹 介

ケイアイゲンブ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Broad Brush デビュー ２００８．９．２８ 阪神４着

２００６．４．４生 牡３鹿 母 ブラッシュウィズデスティニー 母母 Forever Classic ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔騎手変更〕 サンライズフェア号の騎手武豊は，負傷のため川田将雅に変更。

ナニハトモアレ号の騎手安藤勝己は，病気のため武幸四郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルガルチ号は，平成２１年２月１１日まで平地競走に出走できない。



０１０３９ １月１１日 晴 良 （２１京都１）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

５９ � エーシンマダムジー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介平井 宏承氏 松元 茂樹 米 Winches-
ter Farm ４６８＋ ６１：２６．６ １３．９�

６１１ ベルモントラスター 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント
ファーム ４９２± ０１：２６．８１� ９．９�

３５ ディアトゥドリーム 牡３栗 ５６ 高野 容輔増田 雄一氏 崎山 博樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４６０＋ ８１：２６．９� ３４１．５�
８１５� フレッドバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５１８＋ ２ 〃 ハナ １．６�
７１４ プラネットクルーズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース松永 幹夫 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０１：２７．０	 １２．５�
７１３ メイショウゼウス 牡３芦 ５６ 角田 晃一松本 好�氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４３８－ ４１：２７．４２� １４７．８	
４８ � エーシンリードオー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４６８＋ ６１：２７．８２� ６．６

６１２ レインボーマリーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海朽名 誠氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４５６± ０１：２７．９クビ ４１．３�
１１ � ダノンアスコット 牡３栗 ５６ 秋山真一郎�ダノックス 森 秀行 米 Overbrook

Farm B４９８－ ４１：２８．２２ ８．１
４７ インオールブライト 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４９０－１４１：２８．４１� ２０２．５�
５１０ ドンスピリタス 
３黒鹿５６ 石橋 守山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５１８± ０１：２８．６１� １１５．４�
１２ アスカルディ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎上野 武氏 作田 誠二 新ひだか 片山牧場 ４３０＋ ４１：２９．０２� １８９．３�
２３ シゲルフジサン 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４９８－ ２１：２９．１	 １７８．８�
２４ コアレスミューズ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 赤石牧場 ５０４＋ ４１：２９．４２ ２６．６�
８１６ ダンツブロンズ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥山元 哲二氏 本田 優 新ひだか へいはた牧場 ５０２＋ ２１：２９．５クビ ４４２．４�
３６ マーベラスポケット 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４７４＋ ２１：２９．９２� ２５５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７９３，７００円 複勝： ４１，３８０，６００円 枠連： １５，６３６，８００円

普通馬連： ６０，９８２，２００円 馬単： ５５，９９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０３１，８００円

３連複： ７２，６３５，２００円 ３連単： １３９，６５６，８００円 計： ４３２，１１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ５４０円 � ３００円 �１２，２８０円 枠 連（５－６） ３，２７０円

普通馬連 �� ４，６５０円 馬 単 �� ９，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ３７，５２０円 �� ３１，０４０円

３ 連 複 ��� ６６１，７９０円 ３ 連 単 ��� ３，２２０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２２７９３７ 的中 � １２９２９（６番人気）
複勝票数 計 ４１３８０６ 的中 � ２０４２２（６番人気）� ４１７６１（３番人気）� ７６４（１５番人気）
枠連票数 計 １５６３６８ 的中 （５－６） ３５３３（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６０９８２２ 的中 �� ９６７９（１６番人気）
馬単票数 計 ５５９９３４ 的中 �� ４３０５（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０３１８ 的中 �� ４７１４（１４番人気）�� １４８（８１番人気）�� １７９（７３番人気）
３連複票数 計 ７２６３５２ 的中 ��� ８１（２７３番人気）
３連単票数 計１３９６５６８ 的中 ��� ３２（１３３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．６―３５．７―４８．３―１：０１．２―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマダムジー �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００８．１２．１４ 阪神４着

２００６．３．１７生 牝３栗 母 Mission Girl 母母 Triple Strike ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００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 ケイアイダイコク号・ナムラブレット号



０１０４０ １月１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１京都１）第４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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．６良・良

６９ ショウリュウケン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５４＋ ６３：１７．０ ２．２�

４６ � ダイゴフウジン 牡６鹿 ６０ 高野 容輔長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ５２４＋ ４３：１７．２１� ２６．５�
５７ � ヤマカツジェット 牡６栗 ６０ 佐久間寛志山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５１４＋ ４３：１７．３� １５９．９�
６１０ エーシンサーフィン 牝５栗 ５８ 南井 大志平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７２＋１０３：１７．６２ １１．８�
８１３ メイショウチョイス 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５６０＋ ４３：１８．４５ ３２．１�
３４ サンアスレチック �５黒鹿６０ 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 静内 坂本 健一 ４９２＋ ４３：１９．２５ ４．０�
１１ メジロラスタバン 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４５６－１０３：１９．４� １２．５	
４５ コアレスファルコン 牡５鹿 ６０ 白坂 聡小林 昌志氏 須貝 彦三 門別 細川牧場 ４７２－１４３：１９．６１� ９１．１

５８ フジノアリオン 牡４黒鹿５９ 岩崎 祐己藤井 五三氏 川村 禎彦 浦河 冨岡牧場 ５１６＋ ４ 〃 ハナ ５９．８�
７１１ アイアングリーン 牡４鹿 ５９ 林 満明池上 一馬氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４８２＋２０３：２１．３大差 ７６．６�
８１４ オースミマーシャル 牡４鹿 ５９ 今村 康成オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ８ 〃 クビ ５．７�
７１２ スナークハーバー �５青鹿６０ 出津 孝一杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４６４－ ６３：２３．２大差 ５２．６�
３３ メイショウラスター 牡４鹿 ５９ 熊沢 重文松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４６６＋ ９３：２３．４１� ３６．９�
２２ � バトルハートオー 牡８黒鹿６０ 菊地 昇吾宮川 秋信氏 本田 優 浦河 多田 善弘 ５０８＋１２ （競走中止） ２４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，６７２，４００円 複勝： １８，７７１，１００円 枠連： １７，９６６，８００円

普通馬連： ４５，５３１，０００円 馬単： ４０，５８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５６２，２００円

３連複： ６２，９２３，１００円 ３連単： １０６，０６０，５００円 計： ３２６，０７３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ４２０円 � ２，１５０円 枠 連（４－６） １，１７０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ４，９３０円 �� ２２，３７０円

３ 連 複 ��� ８０，２１０円 ３ 連 単 ��� ２６８，０６０円

票 数

単勝票数 計 １６６７２４ 的中 � ６１８７３（１番人気）
複勝票数 計 １８７７１１ 的中 � ７００１２（１番人気）� ８７３０（６番人気）� １４２６（１４番人気）
枠連票数 計 １７９６６８ 的中 （４－６） １１３７９（５番人気）
普通馬連票数 計 ４５５３１０ 的中 �� ２１３９７（５番人気）
馬単票数 計 ４０５８６２ 的中 �� １４７７９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５６２２ 的中 �� ８７６５（５番人気）�� ８４１（４５番人気）�� １８３（８６番人気）
３連複票数 計 ６２９２３１ 的中 ��� ５７９（１４７番人気）
３連単票数 計１０６０６０５ 的中 ��� ２９２（５４３番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５２．６－３F ３９．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
４，６，１３（１１，８）（１０，１４）－１（５，９）＝７－１２－３
６，１０＝（４，８）（９，１３）（１１，１）（７，５）＝１４＝３，１２

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウケン �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００７．１２．８ 阪神７着

２００５．６．１生 牡４鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 障害：７戦１勝 賞金 １４，６００，０００円
〔競走中止〕 バトルハートオー号は，２周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 テイエムモッコス号・トロフィーディール号



０１０４１ １月１１日 晴 良 （２１京都１）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）

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

４４ フミノイマージン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４５０－ ８１：３６．６ １０．６�

１１ ハッピーパレード 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３０＋１４１：３６．７� ４．３�
３３ フローズンダイキリ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 浦河 ノーザンファーム ４７２－ ８１：３６．８クビ ７．４�
４５ ボンバルリーナ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 松田 国英 追分 追分ファーム ４７６－ ８１：３７．０１� ４．９�
８１２ ナムラアウラ 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４６６＋ ２１：３７．１� １３４．３�
６８ スイートマトルーフ 牝３青鹿５４ 川田 将雅和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４７４－ ２１：３７．２クビ ３．２	
５６ リラックススマイル 牝３鹿 ５４ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３８＋ ４ 〃 アタマ １９．０


６９ フェイズシフト 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４６＋ ２１：３７．５２ ９．０�
７１１ ニシノアンクレット 牝３青鹿 ５４

５２ △田中 克典西山 茂行氏 池添 兼雄 むかわ 西山牧場 ４３４－ ６ 〃 クビ ５５．０�
２２ アイエスプラスワン 牝３青鹿５４ 熊沢 重文�アイナカ商事 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４３４＋ ４１：３７．６� １２２．７
７１０ マルラニビスティー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介備前島敏子氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４２０＋ ２１：３７．７� ２０．８�
５７ シルクジャスパー 牝３鹿 ５４ 石橋 守有限会社シルク佐山 優 浦河 福岡 光夫 ４４４＋１０１：３８．４４ １０２．７�
８１３ フライキャッチャー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４２８－ ２１：３８．７１� ４０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７６，４００円 複勝： ３５，９７５，８００円 枠連： ２０，５４５，１００円

普通馬連： ６４，８０１，７００円 馬単： ４９，４８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４４１，２００円

３連複： ８４，６５３，４００円 ３連単： １３８，１４２，５００円 計： ４３８，５２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３４０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（１－４） ９５０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ６，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，６１０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� ４６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２１４７６４ 的中 � １６０９１（６番人気）
複勝票数 計 ３５９７５８ 的中 � ２４２８２（６番人気）� ５７４１２（３番人気）� ４０７５２（４番人気）
枠連票数 計 ２０５４５１ 的中 （１－４） １５９８５（４番人気）
普通馬連票数 計 ６４８０１７ 的中 �� １６５０５（１２番人気）
馬単票数 計 ４９４８７２ 的中 �� ５７２０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４４１２ 的中 �� ５６７１（１３番人気）�� ３４６５（１９番人気）�� ９６９３（６番人気）
３連複票数 計 ８４６５３４ 的中 ��� ８３２４（２５番人気）
３連単票数 計１３８１４２５ 的中 ��� ２２０１（１５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．２―３６．２―４８．４―１：００．６―１：１２．７―１：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ １１（８，９）６（５，１０，１３）４（２，３，１２）１，７ ４ ・（１１，８，９）（６，５，１０）（４，１３）（３，１２）（１，２）７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノイマージン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１２．２７ 阪神４着

２００６．３．１４生 牝３鹿 母 シンコウイマージン 母母 Vivid Imagination ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 フローズンダイキリ号の騎手武豊は，負傷のため武幸四郎に変更。

ボンバルリーナ号の騎手安藤勝己は，病気のため幸英明に変更。



０１０４２ １月１１日 晴 良 （２１京都１）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

７８ サクラアビリティー 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４６２ ―１：５７．５ ４．１�

５５ リュクスール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠平井 卓也氏 清水 出美 大樹 メムブリーディ
ングシステム ４４４ ―１：５７．９２� ４．６�

８１１ マルサンエロイカ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介松井三千年氏 目野 哲也 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ５０２ ―１：５９．２８ ７６．７�

６６ アスタージャッジ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三加藤 久枝氏 南井 克巳 静内 服部 牧場 ４７６ ― 〃 ハナ １５．２�
４４ ツルマルジェット 牡３鹿 ５６ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７４ ―２：００．０５ ２４．１�
８１０ ダグラスバローズ 牡３青鹿５６ 松岡 正海猪熊 広次氏 中竹 和也 様似 様似渡辺牧場 ５１８ ―２：００．１� ２６．１�
１１ ワンダーアムール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 三石 米田牧場 ４９８ ―２：０１．４８ １．９	
２２ ナムラエクセル 牡３青鹿５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 松永 昌博 新ひだか 伊藤 明 ５２０ ―２：０１．５� １４８．３

３３ カルストンライブ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文清水 貞光氏 大根田裕之 日高 奥山 博 ５２０ ―２：０１．８２ １４１．７�
７９ ウィンディアン 牡３鹿 ５６ 小牧 太鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ４８０ ―２：０２．１２ ３２．９�
６７ ウォーターセキト 牡３栗 ５６ 武 幸四郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７２ ―２：０２．３１� １４．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，３７０，２００円 複勝： ２０，５８８，３００円 枠連： １５，９１２，１００円

普通馬連： ４８，１３４，０００円 馬単： ４６，０８８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４９３，０００円

３連複： ５５，６９７，０００円 ３連単： １１９，００９，０００円 計： ３４２，２９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ９５０円 枠 連（５－７） １，１８０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ３，４２０円 �� ３，８９０円

３ 連 複 ��� １５，０６０円 ３ 連 単 ��� ６４，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２０３７０２ 的中 � ３９１５６（２番人気）
複勝票数 計 ２０５８８３ 的中 � ４１３３９（２番人気）� ３４１５７（３番人気）� ３９４８（９番人気）
枠連票数 計 １５９１２１ 的中 （５－７） １０００５（５番人気）
普通馬連票数 計 ４８１３４０ 的中 �� ３８５２２（３番人気）
馬単票数 計 ４６０８８１ 的中 �� １７４８４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４９３０ 的中 �� １３８２５（３番人気）�� １０９８（２９番人気）�� ９６２（３３番人気）
３連複票数 計 ５５６９７０ 的中 ��� ２７３１（４３番人気）
３連単票数 計１１９００９０ 的中 ��� １３５７（１６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．６―５０．９―１：０４．４―１：１７．６―１：３１．０―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サクラアビリティー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００６．４．１３生 牡３芦 母 サクラジェンヌ 母母 サクラアイドル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ウォーターセキト号の騎手武豊は，負傷のため武幸四郎に変更。
〔制裁〕 サクラアビリティー号の騎手藤岡佑介は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１番への進路影響）



０１０４３ １月１１日 晴 良 （２１京都１）第４日 第７競走 ��
��２，２００�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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

３５ エーケーサンライズ 牡４鹿 ５６ 小牧 太桂土地� 庄野 靖志 門別 小西 章 ４４６－ ４２：１６．３ １４．３�

４７ タンホイザー 牡４青 ５６ 松岡 正海門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８２－ ４２：１６．５１� ２．５�
１１ リノーンランプ 牡４栗 ５６ 小坂 忠士村中 徳広氏 中村 均 静内 佐竹 学 ４５４＋ ６２：１６．６� ３８．２�
７１３ マイネナデシコ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 谷口牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ １０．９�
１２ ヨドノヒーロー 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６＋ ４２：１６．７クビ １４．４�
５１０ シャイニングデイ 牡４黒鹿５６ 石橋 守安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ５０６＋ ４２：１６．９１� ８．１�
６１１ シゲルアンビシャス 牡４栗 ５６ 小林 徹弥森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ５００＋ ６２：１７．０� ５０．３	
２４ 	 ナヴィゲイション 牡５栗 ５７ 川田 将雅近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５３６－ ６２：１７．１� ２３．８

８１６ オースミターゲット 牡４栗 ５６

５４ △田中 健�オースミ 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７４＋１０２：１７．２
 １１．７�
５９ ペプチドトップガン 牡４栗 ５６ 幸 英明沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ５０６＋ ４２：１７．３
 ６．３�
８１５	 マルイチキセキ 牡５黒鹿５７ 角田 晃一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 岡野牧場 ４３４＋ ４２：１７．４クビ ５５．５
６１２ ティルフィング 牡５栗 ５７ 熊沢 重文 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４２：１７．５� １１２．７�
２３ マイサイドキック 牡４栗 ５６

５３ ▲田村 太雅井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５１０＋ ６ 〃 ハナ １０．９�
３６ 	 ワイズプロローグ 牝４鹿 ５４

５２ △田中 克典�イクタ 浜田 光正 池田 高橋 正三 ４６２＋１０２：１７．８２ ２９２．９�
４８ アドマイヤテキサス 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４６４＋ ８２：１７．９� ２２．２�
７１４	 リッカレイクブルー 牝５芦 ５５ 太宰 啓介立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４４６＋１０２：１９．７大差 １４１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２８６，１００円 複勝： ２６，１８５，５００円 枠連： ２１，９２１，８００円

普通馬連： ７１，４２２，０００円 馬単： ４７，３３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０５９，１００円

３連複： ８９，７３９，８００円 ３連単： １４１，５５６，７００円 計： ４４０，５０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３２０円 � １５０円 � ８５０円 枠 連（３－４） １，６００円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ５，１００円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ２２，０３０円 ３ 連 単 ��� １０８，９４０円

票 数

単勝票数 計 １９２８６１ 的中 � １０６７３（７番人気）
複勝票数 計 ２６１８５５ 的中 � １９１３２（７番人気）� ６７８６２（１番人気）� ５９８０（１２番人気）
枠連票数 計 ２１９２１８ 的中 （３－４） １０１６２（８番人気）
普通馬連票数 計 ７１４２２０ 的中 �� ３２４８３（６番人気）
馬単票数 計 ４７３３０４ 的中 �� ７７５９（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０５９１ 的中 �� ８５２９（６番人気）�� １０６７（５９番人気）�� ３１５４（２４番人気）
３連複票数 計 ８９７３９８ 的中 ��� ３００７（８４番人気）
３連単票数 計１４１５５６７ 的中 ��� ９５９（３７６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．５―１２．６―１２．９―１３．７―１２．７―１２．２―１１．７―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．１―３６．６―４９．２―１：０２．１―１：１５．８―１：２８．５―１：４０．７―１：５２．４―２：０４．５

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

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

勝馬の
紹 介

エーケーサンライズ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．１２．８ 中京６着

２００５．４．３生 牡４鹿 母 エーケーダンサー 母母 リスキーミッション １０戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔制裁〕 エーケーサンライズ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（４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） ２頭 インテンスブルー号・ダノンバッカス号



０１０４４ １月１１日 晴 良 （２１京都１）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１２ マイネルウォルビス 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 安達 昭夫 門別 天羽 禮治 ５１８＋１６１：５４．４ ２７．６�

６８ シークレバー 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８６－ ２１：５４．５クビ ２１．０�
５６ ニューイチトク 牡４鹿 ５６ 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 門別 中前 義隆 ４６８－ ８ 〃 アタマ ２．２�
３３ エバーアップワード 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４８０－ ８ 〃 アタマ ３９．２�
５７ クレスコドリーム 牡４黒鹿５６ 幸 英明堀川 三郎氏 石坂 正 登別 青藍牧場 ４９０＋ ４１：５４．７１� １３．１�
１１ フィニステール 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１６± ０１：５４．９１� ２．７�
８１３ ステラパラダイス 牡５栗 ５７ 川田 将雅後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 ４９４＋ ６１：５５．１１ １５．４	
４５ ホウライブライアン 牡４黒鹿５６ 熊沢 重文橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４７０－ ４１：５５．２� １１．０

７１０ カリスマシャチョウ 牡４鹿 ５６

５４ △田中 克典池田 實氏 武田 博 浦河トラストスリーファーム ４７６＋ ２１：５５．５１� １０３．７�
４４ タイキヴァルト 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介�大樹ファーム 森 秀行 大樹 大樹ファーム ５１４＋ ８１：５６．２４ ２２．６
６９ デ ジ ャ ヴ 牡４鹿 ５６

５４ △田中 健増山 武志氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 ４８４± ０ 〃 同着 ２２０．４�
７１１� ミスターマンデラ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介廣嶋 誠二氏 本田 優 静内 漆原 正道 ５００＋ ２１：５７．０５ １０５．６�
２２ インテンスブルー 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４７６＋ ２１：５７．１� ４９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，３６４，６００円 複勝： ３１，５６３，７００円 枠連： ２３，３９３，９００円

普通馬連： ８４，０９２，０００円 馬単： ６６，９５９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５４６，９００円

３連複： ９８，３１３，２００円 ３連単： １９５，３８２，１００円 計： ５５１，６１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７６０円 複 勝 � ７１０円 � ３７０円 � １２０円 枠 連（６－８） ４，９２０円

普通馬連 �� ２４，１２０円 馬 単 �� ５４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７６０円 �� １，３８０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １３，１５０円 ３ 連 単 ��� １７７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２５３６４６ 的中 � ７２６６（８番人気）
複勝票数 計 ３１５６３７ 的中 � ７８１３（１０番人気）� １７１２２（５番人気）� １１１５２４（１番人気）
枠連票数 計 ２３３９３９ 的中 （６－８） ３５１２（１４番人気）
普通馬連票数 計 ８４０９２０ 的中 �� ２５７４（４１番人気）
馬単票数 計 ６６９５９４ 的中 �� ９１３（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５４６９ 的中 �� １０７２（４２番人気）�� ４６９７（１４番人気）�� １２２０９（４番人気）
３連複票数 計 ９８３１３２ 的中 ��� ５５１８（３９番人気）
３連単票数 計１９５３８２１ 的中 ��� ８１２（３７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．０―４９．０―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．４―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルウォルビス �
�
父 オ ー ス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００７．１０．１４ 京都７着

２００５．５．９生 牡４鹿 母 ナ ミ ビ ア 母母 Going Ashore ６戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※インテンスブルー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０４５ １月１１日 晴 良 （２１京都１）第４日 第９競走 ��１，８００�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１４� プリンセストロイ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介山田 和正氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：５０．６ ３．３�

６９ ステイトリーデイズ 牝５栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：５０．９１� １０．１�
３４ プティマカロン 牝４青鹿５４ 太宰 啓介伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ １９．２�
４５ ケンブリッジマイア 牝６栃栗５５ 松岡 正海中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４４６－ ４ 〃 ハナ １５．６�
４６ キクカラヴリイ 牝５鹿 ５５ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４８－ ４１：５１．０� ７．３�
５７ アドマイヤカンナ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４３６－１０１：５１．２１� ６．０�
７１１ ヴィクトリアアイ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �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 ４６８－ ２１：５１．４１ ７．１	
２２ チャームピクチャー 牝５栗 ５５ 武 幸四郎タマモ
 佐藤 正雄 静内 前田牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ２２．６�
７１２ ボーテセレスト 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大
錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４０８± ０１：５１．６１� ４８．８�
５８ エターナルサーガ 牝６鹿 ５５ 小牧 太 
ローレルレーシング 田中 章博 静内 畠山牧場 B４５８± ０１：５１．７� ８１．３
１１ ニットウサラン 牝６鹿 ５５ 石橋 守�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４７８＋ ６ 〃 アタマ １０７．７�
６１０ ハバネロキャット 牝６鹿 ５５ 草野 太郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４２２－ ６１：５１．８� ３６．０�
３３ ルアシェイア 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ２１：５１．９� ６．２�
８１３ リマレックス 牝４栗 ５４ 田中 克典�ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４５４－ ２１：５２．５３� ６４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，２６９，５００円 複勝： ３７，４６９，２００円 枠連： ３４，２４５，９００円

普通馬連： １２８，９０１，３００円 馬単： ８４，３７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，１９３，４００円

３連複： １４９，７２３，０００円 ３連単： ２９９，２４２，０００円 計： ７９５，４１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � ４１０円 枠 連（６－８） １，３５０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ３，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� １，１００円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� ８，３６０円 ３ 連 単 ��� ３６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２７２６９５ 的中 � ６６９１３（１番人気）
複勝票数 計 ３７４６９２ 的中 � ８３２１６（１番人気）� ２７３８５（６番人気）� １９７６９（７番人気）
枠連票数 計 ３４２４５９ 的中 （６－８） １８８４５（７番人気）
普通馬連票数 計１２８９０１３ 的中 �� ５３２６２（５番人気）
馬単票数 計 ８４３７３７ 的中 �� ２００２１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４１９３４ 的中 �� ９９２４（９番人気）�� ７７３３（１４番人気）�� ３７１５（３２番人気）
３連複票数 計１４９７２３０ 的中 ��� １３２３０（３３番人気）
３連単票数 計２９９２４２０ 的中 ��� ５９８２（１２３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１２．３―１２．７―１３．３―１２．７―１１．８―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．８―３７．１―４９．８―１：０３．１―１：１５．８―１：２７．６―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プリンセストロイ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フレンチグローリー

２００４．５．１８生 牝５鹿 母 グロリオーサ 母母 シヤダイビユーテイ ５戦２勝 賞金 ２４，２２９，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦１勝］



０１０４６ １月１１日 晴 良 （２１京都１）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

や ま と

大和ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１６� ミリオンディスク 牡５栗 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４１：１２．１ ３．１�

６１１� イリューシブネス 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden
& Dan Considine ４７８＋１８１：１２．２	 ５６．５�

７１４ シルクアルボーレ 牡７鹿 ５７ 松岡 正海有限会社シルク藤原 英昭 新冠 早田牧場新
冠支場 ４６０＋ ６１：１２．４１	 ６．６�

７１３ ア ナ モ リ 牝４鹿 ５４ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４２０± ０ 〃 ハナ ８．３�
２４ ラインストーム 牡５芦 ５７ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４７８＋ ２ 〃 クビ １４．６�
１１ アウトクラトール 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：１２．５クビ ４．９�
５１０ ザシークレット 牡４芦 ５６ 太宰 啓介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５４４－１６１：１２．６
 ３２．３	
４８ � タガノシャンハイ 牡７栗 ５７ 橋本 美純八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２８＋ ４ 〃 クビ １２０．８

６１２� エーシンドゥベター 牡４青鹿５６ 岩田 康誠平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ５００＋ ４１：１２．７クビ ５．４�
８１５ ヤマカツブライアン 牡５黒鹿５７ 長谷川浩大山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５０８－ ２１：１２．８	 １３５．５�
５９ サワノブレイブ 牡８栗 ５７ 金折 知則澤田 子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ４ 〃 アタマ ２４５．８�
１２ ヴォレハクユウ 牡４鹿 ５６ 角田 晃一伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 沖田 忠幸 ４９８＋ ８１：１３．２２	 ３９．７�
３６ クィーンマルトク 牝７青 ５５ 石橋 守高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４７２＋ ８１：１３．５１
 ５３．２�
３５ � ゴッドヘイロー 牡９青鹿５７ 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５３０＋１８ 〃 アタマ １７７．５�
４７ ナリタジューン 牝６青鹿５５ 秋山真一郎�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４６０＋ ８１：１３．７１� １３．６�
２３ ジェットバニヤン 牡６鹿 ５７ 小牧 太津村 靖志氏 鮫島 一歩 千歳 ロイヤルファーム ５１８＋ ２１：１３．９１	 ７９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３３４，２００円 複勝： ５７，１８５，０００円 枠連： ４３，６７４，７００円

普通馬連： １８７，９５１，６００円 馬単： １１５，７３０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，８７０，７００円

３連複： ２０２，７４６，３００円 ３連単： ４３８，６０６，３００円 計： １，１３０，０９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １，０２０円 � ２００円 枠 連（６－８） ７１０円

普通馬連 �� ９，７６０円 馬 単 �� １２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５６０円 �� ３６０円 �� ４，３３０円

３ 連 複 ��� １６，３２０円 ３ 連 単 ��� ８６，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３５３３４２ 的中 � ９１７６６（１番人気）
複勝票数 計 ５７１８５０ 的中 � １５１１３４（１番人気）� ９７８５（１１番人気）� ７４７８１（４番人気）
枠連票数 計 ４３６７４７ 的中 （６－８） ４５８０３（３番人気）
普通馬連票数 計１８７９５１６ 的中 �� １４２１７（２７番人気）
馬単票数 計１１５７３００ 的中 �� ６７２５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８８７０７ 的中 �� ４３９１（２７番人気）�� ３９３９７（３番人気）�� ２５５７（３７番人気）
３連複票数 計２０２７４６３ 的中 ��� ９１７１（４６番人気）
３連単票数 計４３８６０６３ 的中 ��� ３７２６（２３４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１２．２―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．６―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリオンディスク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００４．３．２９生 牡５栗 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット １１戦４勝 賞金 ６８，２８０，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ミリオンディスク号の騎手武豊は，負傷のため武幸四郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウォーターバロン号



０１０４７ １月１１日 晴 良 （２１京都１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第４３回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

日刊スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

１１ アントニオバローズ 牡３青鹿５６ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ５１４＋ ２１：３５．３ ３．３�

３３ ダブルウェッジ 牡３鹿 ５６ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５３４＋ ６ 〃 クビ ５３．５�
６１０ トップカミング 牡３黒鹿５６ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５２－ ４１：３５．６２ ３７．７�
５８ ミッキーパンプキン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４４－ ６１：３５．７クビ ２．７�
３４ タキオンクール 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介野村 春行氏 領家 政蔵 新冠 ハクツ牧場 ４７４－ ８ 〃 クビ ９．５�
４５ キングストリート 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ １６．８�
８１３ ピースピース 牡３鹿 ５６ 川田 将雅��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５０＋ ６１：３５．９１� １４．７	
８１４ ハマノエルマー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ５００± ０ 〃 クビ ４９．０

４６ キングスレガリア 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 中竹 和也 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０－ ２１：３６．５３	 １６．２�
７１１
 モエレエキスパート 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４６２± ０１：３７．０３ ８．４�
２２ ケンブリッジエル 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６２± ０１：３７．１� １０５．２
５７ 
 トップオブピーコイ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７４± ０１：３７．２	 １２２．５�
６９ スズカワグナー 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７２＋ ４１：３７．４１� １６．７�
７１２ ツルマルジャパン 牡３青 ５６ 石橋 守鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 B４８４－ ６１：３８．５７ ３１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３６，９１７，９００円 複勝： １５２，６３９，８００円 枠連： １６１，５３６，１００円

普通馬連： ８７４，９４７，２００円 馬単： ４９８，８２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７４，５９４，２００円

３連複： ９１１，２１２，６００円 ３連単： ２，１５６，７６４，２００円 計： ５，０６７，４３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １８０円 � １，１００円 � ７００円 枠 連（１－３） １，６２０円

普通馬連 �� ８，０４０円 馬 単 �� １１，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９２０円 �� ２，２４０円 �� ９，０２０円

３ 連 複 ��� ５９，６５０円 ３ 連 単 ��� ２７９，１００円

票 数

単勝票数 計１３６９１７９ 的中 � ３３０２３８（２番人気）
複勝票数 計１５２６３９８ 的中 � ３１２５３０（２番人気）� ２９８０１（１２番人気）� ４９３４３（９番人気）
枠連票数 計１６１５３６１ 的中 （１－３） ７３６６１（８番人気）
普通馬連票数 計８７４９４７２ 的中 �� ８０３７５（３１番人気）
馬単票数 計４９８８２０７ 的中 �� ３０９７８（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７４５９４２ 的中 �� １４７７８（３３番人気）�� １９４３５（２８番人気）�� ４６９６（６８番人気）
３連複票数 計９１１２１２６ 的中 ��� １１２７４（１４４番人気）
３連単票数 計２１５６７６４２ 的中 ��� ５７０３（６７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．２―５９．４―１：１２．０―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アントニオバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．８．３ 小倉２着

２００６．４．２４生 牡３青鹿 母 リトルアロー 母母 Born a Lady ３戦２勝 賞金 ４８，３３２，０００円
〔騎手変更〕 キングストリート号の騎手武豊は，負傷のため太宰啓介に変更。

スズカワグナー号の騎手安藤勝己は，病気のため長谷川浩大に変更。
〔制裁〕 ダブルウェッジ号の騎手小牧太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）



０１０４８ １月１１日 晴 良 （２１京都１）第４日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

４４ タートルベイ 牡４芦 ５６ 熊沢 重文後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ５０２＋ ２１：５３．２ ７．１�

５７ テイエムザエックス 牡６栗 ５７ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：５３．４１� １３．０�
６９ パーフェクトラン 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１０＋ ２１：５３．６１� ２．４�
３３ ミ コ ノ ス 牝４芦 ５４

５２ △田中 健武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４２＋ ２ 〃 クビ ５．１�
６８ フェイドレスシーン 牝４栗 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ４１：５３．９２ ２８．８�
５６ バンブーアズーリ 牡４栗 ５６ 松岡 正海�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５２４－ ２１：５４．０� ８．４�
１１ � スプリングサンテ 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４６６＋ ８１：５４．３１� １８．３	
７１１� シゲルアラムシャ 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅森中 蕃氏 小島 貞博 静内 山田牧場 ５２４－ ６１：５４．６１� １９５．３

８１３ マイネルアベニール 牡４栗 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ４１：５４．８１� １９．２�
２２ ト シ ナ ギ サ 牡４栗 ５６ 川田 将雅上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５００－ ４１：５５．１１� １２．５
４５ シーアクロス 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０４－ ６ 〃 ハナ ２２．８�
７１０ ナイスシャトル 牡４栗 ５６ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 林 孝輝 ４８２＋ ２１：５５．３１� ２６．３�
８１２� ニッシンテースト 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士星野 清	氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５５８－ ２ 〃 ハナ １９５．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６２，３０４，５００円 複勝： ７８，６５９，７００円 枠連： ６７，３４４，３００円

普通馬連： ２６０，７１５，４００円 馬単： １６５，９２６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，７１９，６００円

３連複： ２７７，７３１，３００円 ３連単： ６６２，１５４，８００円 計： １，６４６，５５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２２０円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（４－５） １，５２０円

普通馬連 �� ３，５６０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ３７０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� ２１，２１０円

票 数

単勝票数 計 ６２３０４５ 的中 � ６９５６４（３番人気）
複勝票数 計 ７８６５９７ 的中 � ８４２６９（３番人気）� ７３４１３（４番人気）� ２０５９４８（１番人気）
枠連票数 計 ６７３４４３ 的中 （４－５） ３２８８３（５番人気）
普通馬連票数 計２６０７１５４ 的中 �� ５４０８９（１５番人気）
馬単票数 計１６５９２６９ 的中 �� １９１４０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１７１９６ 的中 �� １７９９０（１１番人気）�� ５０９０６（２番人気）�� ３５５６１（４番人気）
３連複票数 計２７７７３１３ 的中 ��� ６９７４５（５番人気）
３連単票数 計６６２１５４８ 的中 ��� ２３０４１（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１１．８―２２．８―３５．２―４８．５―１：０２．０―１：１５．１―１：２８．１―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タートルベイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．９．９ 阪神６着

２００５．４．５生 牡４芦 母 リキマドレード 母母 Wink At Danger １６戦３勝 賞金 ２９，９９０，０００円



（２１京都１）第４日 １月１１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０頭 本 賞
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

２５２，６７０，０００円
２，１３０，０００円
４，３３０，０００円
１，７５０，０００円
２５，９１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，３５３，０００円
５，３３２，８００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
４２８，７６４，９００円
５９０，９５７，７００円
４５４，２５５，４００円
１，９２２，７６１，３００円
１，２６９，３６８，９００円
４９８，７１９，８００円
２，１２９，１２１，９００円
４，６３３，２３１，１００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 １１，９２７，１８１，０００円

総入場人員 ２９，８０６名 （有料入場人員 ２８，４５３名）




