
０１０６１ １月１８日 曇 良 （２１京都１）第６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

３５ プライムパレス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６２± ０１：１３．０ １．１�

７１３ マイネスターライト 牝３芦 ５４ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２１：１３．６３� ８．２�
（伊）

３６ エーシンファスター 牝３青鹿５４ 幸 英明平井 宏承氏 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４５６－ ８１：１４．３４ ２８．６�
４８ スターサイクル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７２＋ ６１：１４．４� １６．８�
１１ プレストスペル 牡３芦 ５６

５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 青森 諏訪牧場 ４６２－ ４１：１４．６１� ８９．４�
２３ キーネプチューン 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾北前孔一郎氏 吉田 直弘 様似 小田 誠一 ４６８± ０１：１４．７� ８３．４�
１２ デンコウテンパイ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４１８－ ２１：１４．８� ２０６．６	
５１０ シルクトマホーク 牡３栗 ５６ 吉田 豊有限会社シルク安田伊佐夫 日高 ナカノファーム ４２８－ ２１：１５．１２ １６１．８

４７ マーベラスリリー 牝３栗 ５４ 小牧 太笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ １７．８�
２４ トウショウビリーヴ 牡３栗 ５６ 荻野 要トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３６－ ２１：１５．５２� ２３１．６�
６１１ カ イ ラ ス 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己蛭川 年明氏 岩元 市三 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５０－ ６１：１６．３５ ３２５．２
５９ スリーロゼット 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４２６＋ ２１：１６．４� １２６．３�
８１６ ナンゴクシャンテ 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真仁田脇 彰氏 谷 潔 鹿児島 松元 登 ４２２－１４１：１６．５� ４７．７�
８１５ クリノアツヒメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４０２－ ６１：１７．１３� ３７０．０�
７１４ エイユーレインボー 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２＋ ４１：１８．０５ ６２３．８�
６１２ エ ア パ ダ ム 牡３青鹿５６ 秋山真一郎 �ラッキーフィールド矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４８２－ ２１：１８．７４ ２２７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４２２，８００円 複勝： ５２，６１１，９００円 枠連： １５，４２６，３００円

普通馬連： ４４，１８３，８００円 馬単： ４９，２５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６８２，８００円

３連複： ５８，６８９，４００円 ３連単： １２４，５４５，３００円 計： ３８２，８１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（３－７） ２５０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ３５０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ２，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２０４２２８ 的中 � １４７３２６（１番人気）
複勝票数 計 ５２６１１９ 的中 � ３８８７８０（１番人気）� ５６２２８（２番人気）� １０８１７（５番人気）
枠連票数 計 １５４２６３ 的中 （３－７） ４６３００（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４１８３８ 的中 �� １２２５７３（１番人気）
馬単票数 計 ４９２５３６ 的中 �� １１２００７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６８２８ 的中 �� ４６０５７（１番人気）�� １０５３９（４番人気）�� ３２８７（１２番人気）
３連複票数 計 ５８６８９４ 的中 ��� ４０３３２（３番人気）
３連単票数 計１２４５４５３ 的中 ��� ４２４４５（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１２．５―１２．１―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プライムパレス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１１．９ 京都６着

２００６．４．１７生 牡３鹿 母 ナイナーパレス 母母 ミリアメイド ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノアツヒメ号・エイユーレインボー号・エアパダム号は，平成２１年２月１８日まで平地競走に

出走できない。
※クリノアツヒメ号は，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。



０１０６２ １月１８日 曇 良 （２１京都１）第６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

８１２ ロスパンチョス 牡３栗 ５６ 池添 謙一山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９２± ０１：５５．１ ２．２�

４４ カタンジャレ 牡３栗 ５６ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５００＋ ６１：５５．４１� ９．８�
７９ ダノンエリモトップ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５０８＋ ２１：５５．９３ ６．６�

（伊）

２２ サルヴェイション 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新ひだか 澤田 嘉隆 ４７４－１２１：５６．８５ ２９．８�
８１１ テイエムリュウジン 牡３芦 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ２１．３�
６７ � ホウショウアビル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊芳賀 吉孝氏 安田伊佐夫 米 Green

Gates Farm ４７０＋ ２１：５７．０１ １３．８�
１１ シャイニーキング 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５０２－ ６ 〃 ハナ １９．３	
７１０ トップサンダー 牡３栗 ５６ 和田 竜二
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８８－ ２１：５７．２１ ４５．５�
５５ ノッティングスカイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真齊藤 直信氏 荒川 義之 浦河 冨岡 博一 ４６０－ ２ 〃 クビ ２３８．４�
６８ � ピサノレインボー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 英 Tobino Farm ４５８－ ２１：５８．１５ ２５．６
５６ モンローライン 牝３鹿 ５４ 角田 晃一下河辺隆行氏 中尾 秀正 新冠 田渕牧場 ４４８－１４１：５９．０５ ６８．１�
３３ ジャコスキー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 B４９６－ ６２：０１．０大差 ３．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，３０２，６００円 複勝： ２７，３１０，９００円 枠連： １４，１５９，２００円

普通馬連： ５３，１６２，２００円 馬単： ４２，６１７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６３４，４００円

３連複： ６９，０４３，７００円 ３連単： １１０，９４８，８００円 計： ３５４，１７９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（４－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ３００円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� １２，５６０円

票 数

単勝票数 計 １７３０２６ 的中 � ６２０２６（１番人気）
複勝票数 計 ２７３１０９ 的中 � ８５２９１（１番人気）� ２５６４８（４番人気）� ３５９９６（３番人気）
枠連票数 計 １４１５９２ 的中 （４－８） ９９０３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５３１６２２ 的中 �� ２７７５１（４番人気）
馬単票数 計 ４２６１７３ 的中 �� １５４８８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６３４４ 的中 �� １０４１８（３番人気）�� １７７９４（２番人気）�� ４５２６（１２番人気）
３連複票数 計 ６９０４３７ 的中 ��� １９１８０（７番人気）
３連単票数 計１１０９４８８ 的中 ��� ６５２０（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．８―４９．６―１：０２．５―１：１５．７―１：２９．２―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロスパンチョス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１０．１２ 東京３着

２００６．３．１２生 牡３栗 母 ロスマリヌス 母母 アンブロジン ３戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャコスキー号は，平成２１年２月１８日まで平地競走に出走できない。
※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。



０１０６３ １月１８日 晴 良 （２１京都１）第６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

２４ ボーカリスト 牡３鹿 ５６
５４ △丸田 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：２６．６ ４２．５�

３６ ナムラブレット 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４６± ０１：２６．８１� １４．８�
１１ キタサンエンペラー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�大野商事 梅内 忍 浦河 山崎牧場 ４８８－ ４１：２７．２２� １０．１�
２３ モ ア 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４４０－ ４１：２７．３� １６．８�
６１２ ビコーオラクル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�レジェンド 安田 隆行 静内 山口 修二 ４４４－ ２ 〃 ハナ ４．４�
５１０ メテオストリーム 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅 �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 ４６４＋ ２１：２７．４� ３６．７�

８１５ メイショウアスナロ 牡３栗 ５６ 吉田 豊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ２１：２７．７１� ２０７．８	
１２ トムズビーム 牡３青鹿５６ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 畠山牧場 ４５８＋ ６１：２７．９� ５０．１

３５ ワキノブライアン 牡３栗 ５６ 和田 竜二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ １９．２�
７１３ シルクジャーニー 牡３栃栗５６ 渡辺 薫彦有限会社シルク田所 清広 三石 坂本牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ ９８．６�
７１４ ハリケンフリゲイト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士小川 洋氏 羽月 友彦 日高 加藤牧場 ４３０＋ ８１：２８．１１ １４７．４
５９ アドニスラモーサ 牝３青鹿５４ 秋山真一郎飯田 正剛氏 平田 修 静内 千代田牧場 ４７６－１４１：２８．３１� ３２．７�
４８ エーシンクラウニン 牡３鹿 ５６ 川島 信二平井 宏承氏 川村 禎彦 浦河 平成ファーム ４７６＋ ６１：２８．４� ７２．８�
６１１ シュバルツカレラ 牝３青 ５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか 原 達也 ４５２－ ４１：２９．１４ １２７．１�
８１６ メデタイメデタイ 牝３栗 ５４ M．デムーロ小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 沼田 照秋 ４４６± ０１：３０．０５ ２８．９�

（伊）

４７ ヘリオスシチー 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４８－ ６１：３４．６大差 １．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１４２，７００円 複勝： ３６，５４５，２００円 枠連： １７，１３６，９００円

普通馬連： ５２，７４１，３００円 馬単： ４６，１１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１１６，６００円

３連複： ７１，５２３，４００円 ３連単： １１５，０２８，４００円 計： ３７９，３５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２５０円 複 勝 � １，７８０円 � ７００円 � ３８０円 枠 連（２－３） ７，７７０円

普通馬連 �� ３０，０４０円 馬 単 �� ９６，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，４６０円 �� ６，４９０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� １１４，５００円 ３ 連 単 ��� ９４３，２４０円

票 数

単勝票数 計 １９１４２７ 的中 � ３５５４（１０番人気）
複勝票数 計 ３６５４５２ 的中 � ４９６２（１２番人気）� １３５５５（５番人気）� ２７９１９（３番人気）
枠連票数 計 １７１３６９ 的中 （２－３） １６２９（１９番人気）
普通馬連票数 計 ５２７４１３ 的中 �� １２９６（５１番人気）
馬単票数 計 ４６１１８７ 的中 �� ３５４（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１１６６ 的中 �� ５４３（６３番人気）�� ７９５（５１番人気）�� ２７４１（１９番人気）
３連複票数 計 ７１５２３４ 的中 ��� ４６１（１８７番人気）
３連単票数 計１１５０２８４ 的中 ��� ９０（１１８８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１２．６―１２．７―１２．７―１３．４

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーカリスト �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３１ 札幌６着

２００６．４．１４生 牡３鹿 母 マストシーストップ 母母 マ ガ ロ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ヘリオスシチー号は，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。
※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） ３頭 サマニレディー号・シルクヴィオレット号・タイガースラム号
※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。



０１０６４ １月１８日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１京都１）第６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

２２ エイシンテンリュー 牡６鹿 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９８－ ２３：１７．１ ２．０�

７１２ スリーラスカル 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８０＋ ８３：１７．４１� ５６．７�
４５ スナークムサシ 牡６黒鹿６０ 仲田 雅興杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８２＋ ２３：１７．５� ７．５�
１１ � ランドマッハ 牡５栗 ６０ 植野 貴也木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０８＋ ６３：１８．０３ １６．３�
８１３� オウケンハカイダー 牡５黒鹿６０ 高野 容輔福井 明氏 藤岡 範士 新冠 高瀬牧場 ５００＋１２３：１８．１� １０４．７�
５７ カシノオウジャ 牡６鹿 ６０ 林 満明柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４９４＋ ８３：１８．６３ １７５．２�
７１１ ハストラング 牡５鹿 ６０ 高田 潤岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７６＋ ６３：１９．３４ ２３．３	
８１４ メイショウセレット 牡７栗 ６０ 岩崎 祐己松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ５００＋１６３：１９．４クビ ６９．６

４６ テイエムモッコス 牡４黒鹿５９ 金折 知則竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 ４７８＋ ８３：１９．５� １１４．６�
３３ タマモヴィグラス 牡４鹿 ５９ 出津 孝一タマモ� 川村 禎彦 新冠 芳住 革二 ４８６± ０ 〃 アタマ ９．２�
５８ トロフィーディール 牡６鹿 ６０ 小坂 忠士青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４７８＋ ２３：１９．８２ ３．７
６１０� グローリーソング 牡５栗 ６０ 北沢 伸也井門 敏雄氏 小原伊佐美 門別 坂 牧場 ４８６＋ ４３：２３．９大差 ４５．８�
３４ � ホッコーサンライズ 牡５栗 ６０ 高井 彰大矢部 幸一氏 浜田 光正 新冠 小泉 学 ４６２＋１０３：２４．８５ ２１７．０�
６９ スズカニール 牡４黒鹿５９ 今村 康成永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４６８± ０ （競走中止） ２４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４４６，８００円 複勝： １６，６１６，４００円 枠連： １３，２２８，７００円

普通馬連： ４０，８４２，４００円 馬単： ３４，８６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３０７，７００円

３連複： ５６，８３０，５００円 ３連単： ９７，４７９，３００円 計： ２８９，６１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ７８０円 � １９０円 枠 連（２－７） １，２５０円

普通馬連 �� ４，５７０円 馬 単 �� ６，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ３２０円 �� ３，２９０円

３ 連 複 ��� ８，５７０円 ３ 連 単 ��� ４４，３６０円

票 数

単勝票数 計 １５４４６８ 的中 � ６３７２２（１番人気）
複勝票数 計 １６６１６４ 的中 � ６６６０４（１番人気）� ３１００（９番人気）� １９７６２（３番人気）
枠連票数 計 １３２２８７ 的中 （２－７） ７８６１（６番人気）
普通馬連票数 計 ４０８４２４ 的中 �� ６５９９（１５番人気）
馬単票数 計 ３４８６０９ 的中 �� ３８６４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３０７７ 的中 �� ２５６９（１３番人気）�� １２９３０（２番人気）�� ９７０（３０番人気）
３連複票数 計 ５６８３０５ 的中 ��� ４８９６（２５番人気）
３連単票数 計 ９７４７９３ 的中 ��� １６２２（１１９番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５２．０－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンテンリュー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００６．１．２２ 京都１着

２００３．３．２１生 牡６鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 障害：２戦１勝 賞金 １１，２００，０００円
〔競走中止〕 スズカニール号は，競走中に疾病〔外傷性左前屈腱断裂〕を発症したため２周目４号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



０１０６５ １月１８日 曇 良 （２１京都１）第６日 第５競走 ��
��２，０００�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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７９ デ ル フ ォ イ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４６０ ―２：０４．１ ７．２�

６７ アドマイヤメジャー 牡３青鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４６ ―２：０４．３１� ５．４�
（アドマイヤテンイチ）

４４ リリープレジャー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 ４７２ ―２：０４．５１� ８．１�
１１ エアペイシェンス 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８ ―２：０４．８２ ５７．０�
３３ フォゲッタブル 牡３黒鹿５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９６ ―２：０４．９クビ １．７�
６８ サクラヒストリー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ�さくらコマース梅田 智之 新ひだか 新和牧場 ５１０ ―２：０５．２１� １８．３	

（伊）

８１２ メイショウジンム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４４ ―２：０５．３� １８３．０

５５ ナムラアーガス 牡３黒鹿５６ 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７８ ―２：０５．６２ １８．６�
２２ アーリースプリング 牝３黒鹿５４ 小牧 太吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０８ ― 〃 クビ １４．８�
５６ サンライズウィル 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４８８ ―２：０７．５大差 ９７．２
７１０	 ユ キ オ ー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎�見澤幸夫氏 増本 豊 米 Alfonso

J.Mazzetti ４９６ ―２：０９．５大差 １１６．９�
８１１ ラッシュオブラブ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文國分 純氏 野中 賢二 日高 ファニーフレンズファーム ４３６ ―２：１３．７大差 １３２．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，２２５，０００円 複勝： ３７，３１１，２００円 枠連： １５，００７，４００円

普通馬連： ６１，７２２，２００円 馬単： ６５，３０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６４３，５００円

３連複： ７０，２６８，３００円 ３連単： １６１，６０４，１００円 計： ４６８，０９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ２４０円 � ２３０円 枠 連（６－７） １，５１０円

普通馬連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ５，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ７１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ４，１８０円 ３ 連 単 ��� ２７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３６２２５０ 的中 � ３９７８０（３番人気）
複勝票数 計 ３７３１１２ 的中 � ４０１６４（４番人気）� ４２２５３（３番人気）� ４３８０２（２番人気）
枠連票数 計 １５００７４ 的中 （６－７） ７３６６（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１７２２２ 的中 �� ２０１６２（９番人気）
馬単票数 計 ６５３０８６ 的中 �� ９２７５（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６４３５ 的中 �� ８９１１（７番人気）�� ７１６４（１０番人気）�� ７７６７（９番人気）
３連複票数 計 ７０２６８３ 的中 ��� １２４１０（１５番人気）
３連単票数 計１６１６０４１ 的中 ��� ４２９２（８３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１３．６―１３．７―１３．０―１２．７―１２．１―１１．８―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３８．３―５２．０―１：０５．０―１：１７．７―１：２９．８―１：４１．６―１：５２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ ル フ ォ イ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Danehill 初出走

２００６．５．４生 牡３鹿 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッシュオブラブ号は，平成２１年２月１８日まで平地競走に出走できない。
※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。



０１０６６ １月１８日 曇 良 （２１京都１）第６日 第６競走 ��
��１，８００�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，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

１１ マーベラスアロー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４８６－ ４１：５４．６ ３．８�

４４ ベストルート 牡４栗 ５６ 小牧 太�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４６６± ０１：５４．９１� ４１．２�
８１１ ホウライブライアン 牡４黒鹿５６ 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６８－ ２１：５５．６４ ６．８�
２２ イコールパートナー 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介古谷 道昌氏 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０± ０ 〃 クビ ５．１�
５５ テイエムヒリュウ 牡５栗 ５７ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５４２－ ６１：５６．０２� １４．１�
８１２ ク ロ ニ ク ル 牡５栗 ５７ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント B４５６－ ２ 〃 クビ ４．５�
７９ 	 シナモンロール 牡５栗 ５７ 秋山真一郎	グリーンテック村山 明 静内 岡田 猛 ４４８－ ３１：５６．２１
 ７０．３

６８ テイエムカイザー 牡４栗 ５６ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４９２＋ ８１：５６．３クビ ４６．２�
６７ ニシノテンクウ 牡４芦 ５６ 武 幸四郎西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 B５０６＋ ６ 〃 クビ ９．７�
５６ 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 B４６０－ ２１：５６．４クビ １３．４
７１０�	 カネトシソレイユ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５００＋ ２１：５６．５� ８．９�
３３ � ダノンバッカス 牡４鹿 ５６ 池添 謙一	ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４５８＋ ６１：５７．０３ １１７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，９６２，６００円 複勝： ２４，５４３，０００円 枠連： １８，８７４，６００円

普通馬連： ５４，５４２，５００円 馬単： ４０，９４６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７０７，２００円

３連複： ６７，０１２，７００円 ３連単： １１４，４２８，８００円 計： ３５６，０１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ７７０円 � ２３０円 枠 連（１－４） ６，９３０円

普通馬連 �� ７，３１０円 馬 単 �� １１，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３５０円 �� ６４０円 �� ４，５１０円

３ 連 複 ��� １５，０８０円 ３ 連 単 ��� ７４，８７０円

票 数

単勝票数 計 １６９６２６ 的中 � ３５６４２（１番人気）
複勝票数 計 ２４５４３０ 的中 � ５８３９６（１番人気）� ６１０４（９番人気）� ２７１９０（４番人気）
枠連票数 計 １８８７４６ 的中 （１－４） ２０１２（１９番人気）
普通馬連票数 計 ５４５４２５ 的中 �� ５５１４（２９番人気）
馬単票数 計 ４０９４６０ 的中 �� ２６５３（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７０７２ 的中 �� １９１０（２９番人気）�� ７６８８（５番人気）�� ９７９（３８番人気）
３連複票数 計 ６７０１２７ 的中 ��� ３２８０（５４番人気）
３連単票数 計１１４４２８８ 的中 ��� １１２８（２８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３８．２―５１．５―１：０４．５―１：１７．３―１：２９．８―１：４２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーベラスアロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．１２．３ 阪神２着

２００４．３．１６生 牡５栗 母 マーベラスロマン 母母 シードランサー ２４戦３勝 賞金 ３２，８００，０００円



０１０６７ １月１８日 雨 良 （２１京都１）第６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）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上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
１：０８．７

重

重

５９ 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 ４９０＋ ４１：１２．２ ７．６�

３５ テイエムクレナイ 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４５０－ ６１：１２．６２� ３６．７�
７１２ ミキノセレナーデ 牝４鹿 ５４ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４４６± ０１：１２．７クビ １２．８�
５８ ホットフレイバー 牝５栗 ５５

５２ ▲田村 太雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ ４．０�

３４ ウ レ ッ コ 牝５鹿 ５５ 小牧 太角田 睦子氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２８± ０１：１３．０１� ７．８�
６１０ トシザコジーン 牝４芦 ５４ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４６６－ ８１：１３．２１� １１．５�
２２ リバーキャッスル 牝４栗 ５４ 秋山真一郎河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４３６＋ ２１：１３．６２� １７９．５	
２３ ハングインゼア 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥
ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４０６－ ４１：１３．７� ４２１．８�
７１３� マチカネハナアラシ 牝４鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真細川 益男氏 白井 寿昭 門別 待兼牧場 ４８２－ ４１：１３．８� ２３．３�
８１４ マイネラロンハ 牝４栗 ５４

５１ ▲船曳 文士 �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 ４７０＋ ２１：１３．９クビ ８．０

１１ メジロシーゴー 牝４栗 ５４ 吉田 豊メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４２－ ６ 〃 クビ １９．２�
６１１� マーブルラトゥール 牝５栗 ５５

５３ △田中 克典下村 直氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４４４－ ２１：１４．５３� ２８５．９�
４６ カシノアマゾネス 牝５栗 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４４８－ ２１：１４．６� ５６４．９�
８１５ ナムラエラン 牝４栗 ５４

５２ △丸田 恭介奈村 信重氏 矢作 芳人 静内 佐竹 学 ４３４－ ２１：１４．７� ２１０．７�
４７ バブルガムレディ 牝４黒鹿５４ M．デムーロ谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４７６－ ４１：１５．２３ ３．１�

（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３００，５００円 複勝： ３０，８８２，６００円 枠連： ２２，５５２，４００円

普通馬連： ７４，７４０，９００円 馬単： ５２，９６１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６２６，９００円

３連複： ８８，７８８，３００円 ３連単： １５５，４６５，１００円 計： ４７４，３１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２５０円 � ８９０円 � ２７０円 枠 連（３－５） １，０２０円

普通馬連 �� １４，１５０円 馬 単 �� ２１，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６５０円 �� ８７０円 �� ４，６７０円

３ 連 複 ��� ２９，０００円 ３ 連 単 ��� １８８，４００円

票 数

単勝票数 計 ２４３００５ 的中 � ２５３９１（３番人気）
複勝票数 計 ３０８８２６ 的中 � ３６７８６（３番人気）� ７６５２（１０番人気）� ３１８９３（５番人気）
枠連票数 計 ２２５５２４ 的中 （３－５） １６３９５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４７４０９ 的中 �� ３９００（３９番人気）
馬単票数 計 ５２９６１８ 的中 �� １８２５（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６２６９ 的中 �� １６２６（４０番人気）�� ７３１７（１１番人気）�� １２６６（４２番人気）
３連複票数 計 ８８７８８３ 的中 ��� ２２６０（９２番人気）
３連単票数 計１５５４６５１ 的中 ��� ６０９（５５０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．４―１１．９―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３４．８―４６．７―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンビューティー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．１０．１５ 京都２着

２００３．４．４生 牝６芦 母 マイケルズヒーザー 母母 North Sider １９戦３勝 賞金 ３５，８３４，０００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。



０１０６８ １月１８日 雨 良 （２１京都１）第６日 第８競走 ��１，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：５６．６
１：５６．６

重

重

１１ � ミッキーウィスパー 牡４芦 ５６ 藤岡 佑介野田みづき氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５４２± ０２：００．７ ３．１�

４４ � アドマイヤレグルス 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４７８－ ４２：００．８� ３．２�
６７ コスモアブソルート 牡７黒鹿 ５７

５５ △丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９６＋ ４２：０１．１２ １２．２�
７９ インプレスゴールド 牝５栗 ５５ 和田 竜二下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４４± ０２：０１．２クビ ６１．５�
７１０ シルクデュエリスト 牡６黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 B４６８－ ２２：０１．４１� ８８．４�
８１１ モ チ 牡５青鹿５７ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１６＋ ２２：０１．７１� １２．１�
８１２ ホーマンラフィット 牡７栗 ５７ 金折 知則久保 博文氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４８０＋ ４２：０２．０１� ４６．４	
５６ ポーカーフェイス 牡５栗 ５７ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ８２：０２．１� ４．６

５５ サーユウジーン 牡６鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８８± ０２：０３．１６ １７６．６�
３３ ワンダームシャ 牡４鹿 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４６４＋ ２２：０３．５２� ８．２�
２２ スズノマグマ 牡６黒鹿５７ M．デムーロ小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１０－ ４２：０３．６� ２０．３

（伊）

６８ テイエムカチボシ 牡７鹿 ５７ 幸 英明竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４８４＋ ６２：０４．２３� １２２．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，０９６，７００円 複勝： ３１，００４，４００円 枠連： １７，７２５，１００円

普通馬連： ７１，０１９，５００円 馬単： ５３，５４４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０８０，０００円

３連複： ８４，３１２，２００円 ３連単： １６８，３４７，７００円 計： ４７２，１３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（１－４） ５９０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ７００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� ９，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２３０９６７ 的中 � ５９９９８（１番人気）
複勝票数 計 ３１００４４ 的中 � ７０４６４（２番人気）� ７２０２７（１番人気）� ２２６７２（６番人気）
枠連票数 計 １７７２５１ 的中 （１－４） ２２２００（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１０１９５ 的中 �� ９０９１１（１番人気）
馬単票数 計 ５３５４４４ 的中 �� ３６７３６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０８００ 的中 �� ２９６５０（１番人気）�� ７２６９（１０番人気）�� １０３５０（７番人気）
３連複票数 計 ８４３１２２ 的中 ��� ２７１８４（５番人気）
３連単票数 計１６８３４７７ 的中 ��� １３４１２（２０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１１．５―１３．５―１３．７―１３．６―１２．８―１２．６―１２．３―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．３―２９．８―４３．３―５７．０―１：１０．６―１：２３．４―１：３６．０―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ミッキーウィスパー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト

２００５．１．２８生 牡４芦 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ４戦２勝 賞金 １９，１００，０００円
初出走 JRA

※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。



０１０６９ １月１８日 雨 良 （２１京都１）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

こうばい

紅梅ステークス
発走１４時３５分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５８ コウエイハート 牝３栗 ５５ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４６０＋１０１：２３．３ ２４．０�

３５ チャームポット 牝３栗 ５４ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４３６＋ ２１：２３．５１� ６．０�
５９ ノアウイニング 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ３５．９�
４７ アイアムカミノマゴ 牝３鹿 ５４ M．デムーロ堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：２３．７１� ８．０�

（伊）

４６ アディアフォーン 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ
ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ４１：２３．８クビ ２．７�

２３ アイレンベルク 牝３鹿 ５４ 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４２２± ０１：２４．０１� ６．０	
１１ コパノマユチャン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 作田 誠二 浦河 高岸 順一 ４２６＋ ２ 〃 クビ ６．６

７１２ ドゥミポワント 牝３栗 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４５８－ ２１：２４．１	 ２２１．１�
８１５ ビ ス カ ヤ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２４＋ ６１：２４．２クビ ３８．７�
３４ アンジュアイル 牝３鹿 ５４ 幸 英明安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ２４．８
８１４ コルサージュ 牝３青 ５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２－ ２１：２４．５１	 ５９．９�
６１０ ラブチャーミー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４３２－ ８ 〃 ハナ ３５．０�
６１１ ハロースカーレット 牝３黒鹿５４ 吉田 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４５０－ ４１：２４．７１� ５２．５�
７１３ ハッピーネーション 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新ひだか 小河 豊水 ４３８－ ６１：２５．１２� １４．９�
２２ タガノボヘミアン 牝３青鹿５４ 丸田 恭介八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２２－ ６１：２５．６３ ７６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，０１８，８００円 複勝： ５５，９４４，６００円 枠連： ３３，５７１，６００円

普通馬連： １４９，８４６，５００円 馬単： ９２，８６６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，９４９，５００円

３連複： １７９，８８５，９００円 ３連単： ３５１，９９８，８００円 計： ９４４，０８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ６５０円 � ２４０円 � １，０６０円 枠 連（３－５） ３，１５０円

普通馬連 �� ７，４４０円 馬 単 �� １８，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２６０円 �� ５，６００円 �� ３，０００円

３ 連 複 ��� ７４，８４０円 ３ 連 単 ��� ４９０，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３６０１８８ 的中 � １１８２８（７番人気）
複勝票数 計 ５５９４４６ 的中 � ２１１６３（７番人気）� ７４８１９（３番人気）� １２２５８（１１番人気）
枠連票数 計 ３３５７１６ 的中 （３－５） ７８７４（１３番人気）
普通馬連票数 計１４９８４６５ 的中 �� １４８７５（２５番人気）
馬単票数 計 ９２８６６０ 的中 �� ３６３２（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３９４９５ 的中 �� ４８３２（２２番人気）�� １９１２（５５番人気）�� ３６１８（３１番人気）
３連複票数 計１７９８８５９ 的中 ��� １７７４（１６６番人気）
３連単票数 計３５１９９８８ 的中 ��� ５３０（９８４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．１―１１．９―１１．８―１１．２―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイハート �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．７．１９ 小倉４着

２００６．４．１３生 牝３栗 母 コウエイマーベラス 母母 コウマンサウンド ７戦３勝 賞金 ５４，９３２，０００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。



０１０７０ １月１８日 雨 良 （２１京都１）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

いわしみず

石清水ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．１．１９以降２１．１．１１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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５１０ マチカネハヤテ 牝４鹿 ５１ 田中 克典細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：０９．０ １９．０�

６１１� セトノアンテウス 牡４鹿 ５４ 安藤 勝己難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４６８＋ ２１：０９．２１� ２．６�
３５ ジョイントスターズ 牡８鹿 ５４ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４７６＋ ２１：０９．５２ ８８．６�
６１２ レッドビームシチー 牡７鹿 ５５ 四位 洋文 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 B４９４＋ ８ 〃 クビ ６．４�
２４ � エフテーストライク 牝５青鹿５３ 吉田 豊深野 茂雄氏 河野 通文 三石 斉藤 正男 ４３６－１２１：０９．６クビ ３５．４�
５９ サワヤカラスカル 牝４鹿 ５２ 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４１８± ０ 〃 クビ ９．７�
７１４ ランチボックス 牡４鹿 ５４ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５１８＋ ４１：０９．７クビ １２．９	
７１３ エアニックス 牡７栗 ５５ 秋山真一郎 �ラッキーフィールド梅田 智之 静内 千代田牧場 ４８２＋ ８ 〃 クビ ６６．９

４８ ビーチアイドル 牝４鹿 ５３ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：０９．８クビ ６．５�
８１５ メジロシリング 牡６栗 ５５ 川田 将雅�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５２２＋ ６ 〃 クビ ３７．３
１１ コ パ ノ ス ケ 牡５栗 ５５ 小牧 太小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４９０＋ ８１：０９．９クビ １５．２�
２３ バルバレスコ 牡６鹿 ５４ 角田 晃一北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７６± ０ 〃 クビ ３９．６�
１２ � オーヴェール 牡７鹿 ５４ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Tigerland Ltd ５４６＋ ８１：１０．０クビ １０８．２�
３６ サニーアンジェリカ 牝５栗 ５２ 小林 徹弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８６± ０ 〃 クビ ２０．２�
４７ ベイリングボーイ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 B４５８＋ ８１：１０．２１ １２．３�
８１６ マリンフェスタ 牝６鹿 ５２ 川島 信二山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４８８＋ ２１：１０．５２ ９４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，０３３，６００円 複勝： ５３，２２９，１００円 枠連： ４２，３６９，５００円

普通馬連： １８３，３８７，９００円 馬単： １０６，２４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３３０，７００円

３連複： ２０２，９６２，９００円 ３連単： ４２６，９６２，５００円 計： １，１０１，５２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９００円 複 勝 � ５２０円 � １５０円 � １，３７０円 枠 連（５－６） ６５０円

普通馬連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ８，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� １４，０００円 �� ３，７２０円

３ 連 複 ��� ７４，４５０円 ３ 連 単 ��� ４５６，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３９０３３６ 的中 � １６２００（８番人気）
複勝票数 計 ５３２２９１ 的中 � ２１９７１（９番人気）� １４０９００（１番人気）� ７５９４（１４番人気）
枠連票数 計 ４２３６９５ 的中 （５－６） ４８５８３（２番人気）
普通馬連票数 計１８３３８７９ 的中 �� ４５４１５（１０番人気）
馬単票数 計１０６２４６２ 的中 �� ８８１４（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３３０７ 的中 �� １１４２４（１０番人気）�� ８０９（１０６番人気）�� ３０９８（４６番人気）
３連複票数 計２０２９６２９ 的中 ��� ２０１２（２０７番人気）
３連単票数 計４２６９６２５ 的中 ��� ６９０（１１８４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．４―１１．４―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．７―４６．１―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．３
３ １０（１，１１，１３）（５，１２）（４，６，８，１４）９（２，３，７，１５）１６ ４ １０（１１，１３）（１，１２）５（８，１４）４（６，９）（２，１５）（３，７）１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マチカネハヤテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ベ リ フ ア デビュー ２００７．１１．２４ 中京３着

２００５．３．１２生 牝４鹿 母 ベ ル セ ゾ ン 母母 ヴアインゴールド １１戦４勝 賞金 ５０，１６０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アキノパンチ号・アルシラート号・エネルマオー号・エーシンアロー号・キルシュワッサー号・クィーンマルトク号・

コスモラヴアゲイン号・スーパーマルトク号・ヘッドライナー号・ユメノオーラ号



０１０７１ １月１８日 雨 良 （２１京都１）第６日 第１１競走 ��
��２，４００�第５６回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２０．１．１９以降２１．１．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日本経済新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，１４８，０００円 ３２８，０００円 １６４，０００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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

５１０ テイエムプリキュア 牝６黒鹿４９ 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０２－ ４２：２６．６ ３４．４�

４８ ナムラマース 牡５黒鹿５６ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８２＋ ６２：２７．２３� ５．４�
４７ タガノエルシコ 牡４栗 ５２ 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３２－ ４２：２７．３� ６．３�
３５ ホワイトピルグリム 牡４芦 ５３ 秋山真一郎�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５６± ０２：２７．４� ２０．２�
８１５ アドマイヤモナーク 牡８鹿 ５８ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８４＋１６ 〃 クビ ４．７�
１２ メイショウクオリア 牡４鹿 ５４ 岩田 康誠松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７６＋２０ 〃 ハナ １８．４�
１１ ヒカルカザブエ 牡４黒鹿５４ 武 幸四郎�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ６２：２７．５クビ ４．１	
６１２ ドリームフライト 牡５栗 ５３ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５１０± ０２：２７．６� １５．９

８１６ マキハタサイボーグ �７鹿 ５５ 幸 英明�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０６＋ ８２：２８．２３� ４１．５�
７１３ ホッコーパドゥシャ 牡７黒鹿５４ 和田 竜二矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４７８＋ ２２：２８．３� １７．９�
５９ アグネストレジャー 牡７黒鹿５４ M．デムーロ渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６２：２９．０４ ２２．７

（伊）

３６ アップドラフト �７鹿 ５３ 四位 洋文 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ５００－ ４２：２９．３１� １０７．７�
２３ シゲルフセルト 牡４鹿 ５３ 池添 謙一森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４５６－ ２ 〃 クビ ７３．５�
７１４ トウショウパワーズ 牡７鹿 ５４ 渡辺 薫彦トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５４－１０２：２９．４クビ １９１．４�
６１１ マイネレーツェル 牝４鹿 ５４ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１４＋ ２２：２９．７１� １０．２�
２４ メジロコルセア 牡７鹿 ５２ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 B４９０± ０２：３２．６大差 ８３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２５，６８２，５００円 複勝： １７０，４３２，４００円 枠連： １７３，０１９，５００円

普通馬連： ８７７，７２３，８００円 馬単： ４４９，０８３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８８，０２７，３００円

３連複： １，０１５，２６１，７００円 ３連単： ２，２１０，２７４，６００円 計： ５，２０９，５０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４４０円 複 勝 � ６２０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ２，６９０円

普通馬連 �� １５，１９０円 馬 単 �� ４１，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０００円 �� ２，９８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２２，４６０円 ３ 連 単 ��� ２１３，５７０円

票 数

単勝票数 計１２５６８２５ 的中 � ２８８０７（１１番人気）
複勝票数 計１７０４３２４ 的中 � ５９２４６（１１番人気）� ２３７３６６（３番人気）� ２１３７１０（４番人気）
枠連票数 計１７３０１９５ 的中 （４－５） ４７４９７（１０番人気）
普通馬連票数 計８７７７２３８ 的中 �� ４２６６９（４７番人気）
馬単票数 計４４９０８３５ 的中 �� ８０１４（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８８０２７３ 的中 �� １４９１８（３９番人気）�� １５０４１（３８番人気）�� ７９１１５（４番人気）
３連複票数 計１０１５２６１７ 的中 ��� ３３３６２（７５番人気）
３連単票数 計２２１０２７４６ 的中 ��� ７６３８（６３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．０―３５．７―４８．４―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．３―１：３８．４―１：５０．０―２：０１．９―２：１３．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムプリキュア �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 ステートリードン デビュー ２００５．９．３ 小倉１着

２００３．４．８生 牝６黒鹿 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ ２７戦４勝 賞金 １６７，６２５，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アグネススターチ号・メトロシュタイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０１０７２ １月１８日 雨 良 （２１京都１）第６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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５１０ スリーアリスト 牡４栗 ５６ 小牧 太永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４７２± ０１：１１．９ ４．０�

６１１ ローランバーク 牡５栗 ５７ 安藤 勝己斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７８－ ２１：１２．６４ ４．０�
１１ � ボストンカラーズ 牡５栗 ５７ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 B５６８－ ８１：１２．７� １５．２�
１２ インプレッション �７黒鹿５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ２１：１２．８� ４０．９�
４７ ダイゴカムイ 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ４９２－ ４ 〃 ハナ １９．８�
２３ ハードムーン 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８６＋ ２１：１２．９� １４８．６	
２４ コアレスパレード 牡１０青鹿５７ 幸 英明小林 昌志氏 梅田 康雄 三石 沖田 博志 ４８０－ ２１：１３．０クビ １６０．７

８１６ サウスサプライズ 牝４栗 ５４

５１ ▲船曳 文士南波 壽氏 加用 正 門別 木村牧場 ４４８＋ ４１：１３．１� １９．１�
５９ アグネスハッピー 牡７鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４７０＋ ６１：１３．４１� ５６．３�
７１４ ファーストナイナー 牝５栗 ５５ 田嶋 翔猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７０＋ ６１：１３．６１� ３７．７
４８ ディスパーロ 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９８± ０１：１３．７� ７．６�
３５ トーセングラマー 牝５芦 ５５

５３ △丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 様似 スイートフアーム ５０４－ ２１：１３．８� ５．０�
６１２ タニノジュレップ 牝４栗 ５４ 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４２０－ ４１：１３．９クビ ６．５�
７１３ トキノムテキ 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５１０＋ ４１：１４．１１� ７９．７�
３６ インディゴラヴ 牝５芦 ５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム ５０６－ ２１：１４．３� １２１．０�

（１５頭）
８１５ リリーハーバー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４８，４０９，１００円 複勝： ６０，７６０，０００円 枠連： ６８，６３４，４００円

普通馬連： １９２，４５２，５００円 馬単： １１５，６４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，１８３，４００円

３連複： ２０４，５１６，３００円 ３連単： ４５８，７６０，３００円 計： １，２０３，３６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ３５０円 枠 連（５－６） ４９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，０９０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� １６，２９０円

票 数

単勝票数 差引計 ４８４０９１（返還計 ２８３３８） 的中 � ９７４４０（１番人気）
複勝票数 差引計 ６０７６００（返還計 ２５３２０） 的中 � １０８４８９（２番人気）� １１８５６７（１番人気）� ３５３７５（７番人気）
枠連票数 差引計 ６８６３４４（返還計 ３６３８） 的中 （５－６） １０４２９６（１番人気）
普通馬連票数 差引計１９２４５２５（返還計２６３９６６） 的中 �� １８９１８６（１番人気）
馬単票数 差引計１１５６４８４（返還計１５８５７０） 的中 �� ６２０６８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５４１８３４（返還計 ４９０２７） 的中 �� ５１９３７（１番人気）�� １１３８２（１３番人気）�� １１２４３（１４番人気）
３連複票数 差引計２０４５１６３（返還計３３２５５７） 的中 ��� ３６８２７（１０番人気）
３連単票数 差引計４５８７６０３（返還計８９６７０５） 的中 ��� ２０７８５（３６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１２．５―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーアリスト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Twining デビュー ２００８．１．１２ 京都１着

２００５．３．１７生 牡４栗 母 スリーアモーラ 母母 Sweet Amora ８戦３勝 賞金 ２９，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔出走取消〕 リリーハーバー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ショウナンサリーレ号



（２１京都１）第６日 １月１８日（日曜日） 曇一時晴後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

３０５，６９０，０００円
１０，７００，０００円
２，６７０，０００円
３１，８００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，１８７，０００円
５，３９２，８００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
４２２，０４３，７００円
５９７，１９１，７００円
４５１，７０５，６００円
１，８５６，３６５，５００円
１，１４９，４５５，４００円
４９３，２９０，０００円
２，１６９，０９５，３００円
４，４９５，８４３，７００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 １１，６３４，９９０，９００円

総入場人員 ２６，５３２名 （有料入場人員 ２５，２５３名）




