
０４０６１ ２月１５日 晴 重 （２１京都２）第６日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１１ クリスザドール 牝３鹿 ５４
５１ ▲田村 太雅国田 正忠氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：５３．８ ３．４�

７８ クリノサンデーママ 牝３栗 ５４ 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４１８＋ ６１：５４．２２� ２．１�
８１０ トミケンプライマリ 牝３栗 ５４

５２ △田中 克典冨樫 賢二氏 池添 兼雄 浦河 平成ファーム ４５６± ０１：５４．９４ ９５．３�
６６ フィーリングトーン 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己 �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 ４６０＋ ４１：５５．５３� ８．８�
１１ プティローズ 牝３鹿 ５４ 下原 理村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田 猛 ４９２＋ ２１：５５．７１� １６７．０�

（兵庫）

３３ フィロンルージュ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：５６．１２� ３．９�
４４ デンコウブルー 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥田中 康弘氏 坂口 正則 三石 折手牧場 ４８０－ ４１：５６．３１� ６３．３	
５５ アリソンイモン 牝３栗 ５４ 安部 幸夫井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 坂 牧場 ４３２＋ ２１：５６．５１� １１９．４


（愛知）

２２ フミノタカラ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４３２－ ６１：５７．０３ ３２．１�
７９ インターメディア 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士小池 繁徳氏 谷原 義明 日高 坂 牧場 B４６２± ０１：５８．２７ １３２．４�
６７ ローズオブゴッホ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４９２－ ４１：５８．９４ ３１．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，８５８，３００円 複勝： ４０，１０１，１００円 枠連： １１，５０８，４００円

普通馬連： ４４，３５８，２００円 馬単： ４２，７８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０８５，２００円

３連複： ６２，８１６，６００円 ３連単： １２３，０１４，６００円 計： ３５５，５３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ９５０円 枠 連（７－８） ２４０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １，９４０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ６，３２０円 ３ 連 単 ��� １９，９６０円

票 数

単勝票数 計 １３８５８３ 的中 � ３２５３２（２番人気）
複勝票数 計 ４０１０１１ 的中 � ７０３８９（２番人気）� ２３２１６８（１番人気）� ３４５４（８番人気）
枠連票数 計 １１５０８４ 的中 （７－８） ３５７５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４３５８２ 的中 �� １３８８４９（１番人気）
馬単票数 計 ４２７８７８ 的中 �� ５２００２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０８５２ 的中 �� ４３１３７（１番人気）�� １６４１（１７番人気）�� １５８５（１８番人気）
３連複票数 計 ６２８１６６ 的中 ��� ７３４０（１４番人気）
３連単票数 計１２３０１４６ 的中 ��� ４５５０（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３７．４―５１．０―１：０４．１―１：１６．９―１：２９．２―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリスザドール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rahy デビュー ２００８．７．２６ 小倉４着

２００６．２．１４生 牝３鹿 母 メインタイトル 母母 メインスルー ７戦１勝 賞金 １３，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 インターメディア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 インターメディア号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローズオブゴッホ号は，平成２１年３月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０６２ ２月１５日 晴 重 （２１京都２）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

８１４ シゲルダイセン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４６６＋ ８１：５４．７ １．４�

８１５ ウィニングトリック 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４５６± ０１：５４．８� ２０．２�
３４ マーリンシチー 牡３鹿 ５６ 下原 理 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４６＋ ４１：５５．１２ ４８．９�

（兵庫）

５８ 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 B４８２－ ４１：５５．４１� １９１．７�
５９ ヤマニンスクワール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ２１：５５．５� ３２．８�
１１ エーシンオナー 牡３栗 ５６ M．デムーロ平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６２＋ ４１：５５．７１� ９．６�

（伊）

６１１ セトノアサート 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二難波 澄子氏 戸田 博文 日高 千葉飯田牧場 ４９２－ ４ 〃 ハナ ６２．４	
２２ デンコウゼファー 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 ４４２－１２１：５５．８クビ １２９．７

２３ マイネルリズム 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 三石 山際セントラ
ルスタッド ４７０＋ ４１：５６．０１� １２．１�

３５ アルスフリーゲン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４６８± ０１：５６．２１ ７．４�
４６ ジャンボマズル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文桐谷 茂氏 星野 忍 三石 萩澤 俊雄 ５１０－ ４１：５６．８３� ３４．７
４７ テイエムノサッタ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４８２－ ４１：５７．０１� ３２１．９�
６１０ キクノシュバラ 牡３栃栗５６ 安部 幸夫菊池 五郎氏 藤岡 範士 えりも 上島牧場 B４７６－ ２１：５７．３１� ３４５．１�

（愛知）

７１２ マヤノフウジン 牡３栗 ５６ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８６－ ４１：５８．９１０ ６２．２�
７１３ ブルーベリル 牡３鹿 ５６ 角田 晃一岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４３８－ ８ 〃 アタマ ３６４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，８２８，１００円 複勝： ５１，２２０，２００円 枠連： １４，３９５，３００円

普通馬連： ４６，７８１，３００円 馬単： ４６，７６０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８８９，２００円

３連複： ６１，９６９，０００円 ３連単： １１３，８４７，５００円 計： ３７２，６９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４８０円 � ７８０円 枠 連（８－８） １，１１０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ７８０円 �� ６，６２０円

３ 連 複 ��� ９，４１０円 ３ 連 単 ��� ２３，６６０円

票 数

単勝票数 計 １８８２８１ 的中 � １１３１７１（１番人気）
複勝票数 計 ５１２２０２ 的中 � ３７３６９８（１番人気）� ９６５６（６番人気）� ５５２５（９番人気）
枠連票数 計 １４３９５３ 的中 （８－８） ９６１２（５番人気）
普通馬連票数 計 ４６７８１３ 的中 �� ３０２４５（４番人気）
馬単票数 計 ４６７６０３ 的中 �� ２３５４３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８８９２ 的中 �� ９５３９（６番人気）�� ６０４５（８番人気）�� ６４９（４２番人気）
３連複票数 計 ６１９６９０ 的中 ��� ４８６３（３０番人気）
３連単票数 計１１３８４７５ 的中 ��� ３５５２（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３７．０―５０．６―１：０４．４―１：１７．７―１：３０．２―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．０
１
３
１５－９，１１，１（６，１２）（３，８）５，１４，４（７，１０）２－１３・（１５，９，１１）８（３，６）（１，１４）４（５，１２，２）１０（７，１３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルダイセン �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 シャーディー デビュー ２００８．７．２７ 小倉６着

２００６．２．２５生 牡３鹿 母 サンドシャーディー 母母 サンドピープル １１戦１勝 賞金 １８，３５０，０００円
※ジャンボマズル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６３ ２月１５日 晴 重 （２１京都２）第６日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

７１２� グリッターアイス 牝３鹿 ５４ M．デムーログリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 Emilio
Viscomi ４５８－ ２１：１２．６ １．６�

（伊）

２３ シャイニークエスト 牡３栗 ５６ 角田 晃一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７６－ ８１：１２．８１� ３．８�
１１ � アスターエンペラー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B４９４－ ２１：１２．９� ９．８�
２２ テイエムカゲトラ 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ
アーム ４４４± ０１：１３．９６ ２１１．２�

８１４ アイノタンゴ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠田中 充氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ２９．１�
７１３ シ ュ ン リ キ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４７０－ １１：１４．１１� ６７．１�
８１５ サマーアドラーレ 牝３栗 ５４ 安部 幸夫セゾンレースホース� 高木 登 新冠 コスモヴューファーム ４３２－ ４１：１４．３１ ７０．０	

（愛知）

６１０ コメットシャワー 牡３鹿 ５６ 川島 信二関 駿也氏 高橋 義博 新冠 八木 常郎 ４７０± ０１：１４．６１	 ２７４．１

４７ メソポタミア 牡３鹿 ５６ 幸 英明山上 和良氏 田島 良保 浦河 近藤牧場 ４４４－ ２１：１４．７� ２４．５�
３５ マカディシチー 牡３栗 ５６ 下原 理 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 大樹 大樹ファーム ４０６－ ２１：１５．０１	 １８５．１�

（兵庫）

４６ エムエスシャープ 牡３鹿 ５６ 金折 知則松岡 俊二氏 福永 甲 浦河 中山牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ ３５．８
５８ ヒデノマーメイド 牝３黒鹿 ５４

５２ △田中 克典井之口二三雄氏 中尾 正 日高 木村牧場 ４６０－ ８１：１５．３１	 １８４．３�
３４ ブライティアヘアー 牝３芦 ５４ 岩崎 祐己小林 昌志氏 西橋 豊治 平取 雅 牧場 ３９４－ ６１：１５．４� ３２１．２�
５９ シルクオーソリティ 牡３鹿 ５６ 武 英智有限会社シルク山内 研二 静内 今 牧場 ５２２－ ４ 〃 ハナ １７．４�
６１１ ダークシャナオー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 片田 保 ４６８－ ６１：１５．６１� ２２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，２８２，５００円 複勝： ４７，７５２，１００円 枠連： １９，４７９，１００円

普通馬連： ５３，０２０，７００円 馬単： ５０，１９３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２３２，２００円

３連複： ６５，１３０，７００円 ３連単： １２４，３０９，５００円 計： ３９５，３９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（２－７） １８０円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ３５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� １，４４０円

票 数

単勝票数 計 １７２８２５ 的中 � ８７２５１（１番人気）
複勝票数 計 ４７７５２１ 的中 � ３３５０６０（１番人気）� ５６２４６（２番人気）� １９４９６（３番人気）
枠連票数 計 １９４７９１ 的中 （２－７） ８２６４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３０２０７ 的中 �� ２０１７７７（１番人気）
馬単票数 計 ５０１９３０ 的中 �� １３０９９６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２３２２ 的中 �� ４８３３４（１番人気）�� １０３７６（２番人気）�� ７５１６（６番人気）
３連複票数 計 ６５１３０７ 的中 ��� ７１１７７（１番人気）
３連単票数 計１２４３０９５ 的中 ��� ６３７５３（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．９―１２．１―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．５―４７．６―１：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
３ １（３，１１）１２（２，１４）６，１５（４，７，１０）－５（１３，９）－８ ４ １，３，１２，１４，２（１１，１０）６（４，１５）７（５，１３）－（８，９）

勝馬の
紹 介

�グリッターアイス �
�
父 Posse �

�
母父 Glitterman デビュー ２００８．１１．３０ 京都１０着

２００６．４．１８生 牝３鹿 母 Miss Glitter 母母 Ms Woodstock ５戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６４ ２月１５日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１京都２）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３０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

６８ マヤノスターダム 牡７鹿 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５０８＋ ８３：１５．５レコード ３．４�

７１１ キクノインプルーブ �５鹿 ６０ 北沢 伸也菊池 五郎氏 藤岡 範士 新冠 松浦牧場 ４７６± ０３：１６．０３ ２２．９�
１１ マルタカタキオン 牡６栗 ６０ 西谷 誠高橋 義和氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ５０６± ０３：１６．５３ ６．８�
３３ テイケイプリオール 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４５０－ ８３：１６．９２� ３．４�
２２ メイショウアンドレ 牡６栗 ６０ 岩崎 祐己松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５４８－ ８３：１７．１１ ３２．２�
８１３ タイインテンスリー 牡６栗 ６０ 黒岩 悠�名鯛興業 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９６＋ ８３：１７．７３� １２．０�
７１０� タマモハクライ 牡６鹿 ６０ 林 満明タマモ	 中竹 和也 米 Gaines－Gentry

Thoroughbreds ４４０－ ８３：１８．０２ ３．６

６９ カシノオウジャ 牡６鹿 ６０ 金折 知則柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４９４± ０３：１８．１クビ ５９．５�
５７ ペガサスファイト 牡７鹿 ６０ 南井 大志�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５２４＋ ２３：１８．６３ ６０．４�
８１２ スナークマイハート �４栗 ５９ 出津 孝一杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５６＋ ２３：２３．７大差 ３６．３
５６ � ダンスグランドゥ 牝６鹿 ５８ 佐久間寛志昴ホースクラブ 鹿戸 明 門別 竹中 哲 ４４６－２０３：２５．７大差 １２７．０�
４４ トロピカルロマンス 牝４鹿 ５７ 小坂 忠士小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４２４－１４３：２８．４大差 １０３．０�
４５ � クリノオンディーヌ 牝５黒鹿５８ 白坂 聡栗本 博晴氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４９２± ０３：４５．７大差 １５４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，０２０，８００円 複勝： １４，６３４，１００円 枠連： １４，３６９，１００円

普通馬連： ４０，６１８，９００円 馬単： ３４，０９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２２５，６００円

３連複： ５６，９００，５００円 ３連単： ９２，４８０，９００円 計： ２８０，３４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ４４０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ４５０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ３，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ４６０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� ２７，３６０円

票 数

単勝票数 計 １３０２０８ 的中 � ３０７９５（１番人気）
複勝票数 計 １４６３４１ 的中 � ３８６７０（１番人気）� ６４７３（６番人気）� １５８５９（４番人気）
枠連票数 計 １４３６９１ 的中 （６－７） ２４０２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０６１８９ 的中 �� １１７００（１０番人気）
馬単票数 計 ３４０９７４ 的中 �� ６７５５（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２２５６ 的中 �� ４８０４（８番人気）�� ８２６２（４番人気）�� ２０８３（１９番人気）
３連複票数 計 ５６９００５ 的中 ��� ９０３０（１６番人気）
３連単票数 計 ９２４８０９ 的中 ��� ２４９５（７６番人気）

上り １マイル １：４５．７ ４F ５２．０－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マヤノスターダム �
�
父 カ ー ネ ギ ー �

�
母父 Greinton デビュー ２００４．１０．９ 京都１着

２００２．４．４生 牡７鹿 母 リファールニース 母母 バーブスボールド 障害：４戦１勝 賞金 １５，４５０，０００円
〔発走状況〕 クリノオンディーヌ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻８分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クリノオンディーヌ号は，平成２１年２月１６日から平成２１年３月８日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



０４０６５ ２月１５日 晴 稍重 （２１京都２）第６日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：２０．６
１：１９．０

良

良

２４ ヒシロイヤル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５０４－ ６１：２３．８ ５．５�

３６ シルクユニヴァース 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫有限会社シルク音無 秀孝 新冠 秋田牧場 ４６６－ ４１：２４．０１� ３２．８�
（愛知）

３５ キシュウグラシア 牝３黒鹿５４ 幸 英明木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７０－ ２１：２４．１クビ ４．２�
４７ ヴィーヴァサルーテ 牡３青 ５６ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８± ０１：２４．３１� １８．３�
７１４� エスプリヌーヴォー 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 英 Katsumi

Yoshida ４８６＋ ２１：２４．５１ ８．８�
１１ シーアンムーン 牝３鹿 ５４ 下原 理浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３６＋ ４１：２４．７１� １４４．８�

（兵庫）

６１２ ゼットオーラ 牡３青鹿５６ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新冠 岩見牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ２．７	
５１０ ファインプレイ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ １２．８

６１１ ハッピーエンジェル 牝３黒鹿５４ M．デムーロ�アカデミー 鮫島 一歩 新冠 ハシモトフアーム ４２２－ ２１：２４．８	 ２８．２�

（伊）

１２ タケカジョウオー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４１０＋ ６１：２５．１１	 ４３．５
７１３ レ テ ィ セ ラ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ３８８－１２ 〃 クビ １８．０�
５９ エーシンクラウニン 牡３鹿 ５６ 酒井 学平井 宏承氏 川村 禎彦 浦河 平成ファーム ４７６± ０１：２５．６３ １９１．８�
８１５ ウイニングドラゴン 牡３黒鹿５６ 小原 義之奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４２６－ ８ 〃 ハナ ２２．５�
４８ ベストトゥベスト 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 田中 春美 B４４６－ ８１：２６．１３ ９２．６�
８１６ メメミルキッシュ 牝３栗 ５４ 橋本 美純本谷 惠氏 藤沢 則雄 日高 藤本 友則 ４２６＋１６１：２６．５２� ２１９．８�
２３ オードフォーレ 牝３鹿 ５４ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 康利 静内 前田牧場 ４３６－１２１：２６．７１� １９０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１０６，７００円 複勝： ２８，２４７，３００円 枠連： １７，９４４，２００円

普通馬連： ６１，１２５，８００円 馬単： ４７，２４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５４８，４００円

３連複： ７８，６７８，６００円 ３連単： １２１，０８０，８００円 計： ３９４，９８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２３０円 � ８７０円 � １６０円 枠 連（２－３） １，４８０円

普通馬連 �� １０，１７０円 馬 単 �� １９，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２８０円 �� ７００円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� １２，０３０円 ３ 連 単 ��� ９２，８００円

票 数

単勝票数 計 １９１０６７ 的中 � ２７７２５（３番人気）
複勝票数 計 ２８２４７３ 的中 � ３２５１６（３番人気）� ６２９９（１１番人気）� ６０２８６（２番人気）
枠連票数 計 １７９４４２ 的中 （２－３） ８９６１（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１１２５８ 的中 �� ４４３８（３２番人気）
馬単票数 計 ４７２４８４ 的中 �� １８２７（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５４８４ 的中 �� １５６０（３４番人気）�� ８０１６（５番人気）�� ２７４７（２３番人気）
３連複票数 計 ７８６７８６ 的中 ��� ４８２８（３９番人気）
３連単票数 計１２１０８０８ 的中 ��� ９６３（２７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．０―４８．１―５９．７―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシロイヤル �
�
父 タイキブリザード �

�
母父 Wavering Monarch デビュー ２００８．１２．７ 阪神７着

２００６．３．１６生 牡３黒鹿 母 ヒシモナーク 母母 Native Secretary ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 タマモリバー号・テイエムハリアー号・トキノヤマトボシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６６ ２月１５日 晴 稍重 （２１京都２）第６日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１６ グロッキーバルボア 牡３鹿 ５６ M．デムーロ飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５１２ ―１：１２．７ ３．６�
（伊）

６１２ アイファージャンボ 牡３青鹿５６ 安藤 勝己中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５４４ ―１：１３．５５ ８．５�
２３ ピサノルビー 牝３黒鹿５４ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４６６ ―１：１３．７１� ３．１�
７１４ ドルフィンクエスト 牡３青 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 ４８８ ―１：１４．０２ ６．１�
１１ マルサンメイン 牝３鹿 ５４ 小原 義之松井三千年氏 小原伊佐美 新冠 村上牧場 ４３２ ―１：１４．２� １５４．３�
２４ チャームタンポポ 牝３鹿 ５４ 幸 英明タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ５２４ ―１：１４．９４ １４．６	
４８ ダンツヘルメス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山元 哲二氏 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ４５６ ―１：１５．０� ５０．２

５１０ トシザナナミ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎上村 叶氏 藤沢 則雄 浦河 浦河小林牧場 ４２２ ―１：１５．２１ １６１．７�
５９ � オーシャンハンター 	３栗 ５６ 四位 洋文青木 基秀氏 坂口 正則 米 Motohide

Aoki ４４０ ―１：１５．４１
 ６．０�
８１５ ヨバンタックン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７６ ―１：１５．５クビ ４０．３
１２ ロングワイズ 牡３栗 ５６ 川島 信二中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５１０ ―１：１６．６７ ４８．８�
７１３ メイショウサーバル 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫松本 好�氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４２４ ―１：１７．３４ １７７．１�

（愛知）

３６ ヒ カ リ レ オ 牡３鹿 ５６
５４ △田中 克典當山 �則氏 松永 昌博 日高 中川牧場 ４５０ ―１：１７．６１� ４０．２�

４７ デンコウユイマール 牝３栗 ５４ 柴原 央明田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 杵臼牧場 ４３０ ― 〃 アタマ ２６４．３�
３５ マジックソルジャー 牡３栗 ５６ 福永 祐一�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ５１６ ―１：１７．７
 ６２．９�
６１１ シュクハイグラス 牡３栗 ５６ 橋本 美純池田 豊治氏 本田 優 三石 猪野毛牧場 ４４６ ―１：１８．４４ １４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４８２，８００円 複勝： ２２，２３７，５００円 枠連： １８，２３７，４００円

普通馬連： ５１，１３２，５００円 馬単： ４１，１１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７３５，６００円

３連複： ６１，５４１，６００円 ３連単： ９６，９１１，７００円 計： ３２７，３９４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（６－８） １，７３０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３００円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� １１，８７０円

票 数

単勝票数 計 １９４８２８ 的中 � ４３２８３（２番人気）
複勝票数 計 ２２２３７５ 的中 � ４４４７１（１番人気）� ２１２１９（５番人気）� ４３９４２（２番人気）
枠連票数 計 １８２３７４ 的中 （６－８） ７８１９（９番人気）
普通馬連票数 計 ５１１３２５ 的中 �� ２１２８０（８番人気）
馬単票数 計 ４１１１４９ 的中 �� １０７１５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７３５６ 的中 �� ５３５２（９番人気）�� １５６７７（１番人気）�� ７８４２（６番人気）
３連複票数 計 ６１５４１６ 的中 ��� ２３８５２（４番人気）
３連単票数 計 ９６９１１７ 的中 ��� ６０２９（２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．０―１２．０―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２３．９―３５．９―４７．９―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロッキーバルボア �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 クリエイター 初出走

２００６．３．１生 牡３鹿 母 アフタービート 母母 ビ ー バ ッ プ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ヨバンタックン号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。

シュクハイグラス号・ヨバンタックン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 ヨバンタックン号は，枠入りが不良であったことについて発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュクハイグラス号は，平成２１年３月１５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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アスカクリノオー号・アストルム号・エムテイハチマン号・エリモサリーレ号・コートスター号・

サンレイギャラント号・スズカオペック号・タピルージュ号・ファーブルトン号・レイナクーバ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６７ ２月１５日 晴 稍重 （２１京都２）第６日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，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

２４ ケイアイガーベラ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４６２＋ ４１：２５．３ １．６�

６１２ 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 ４４０－ ６１：２５．８３ １０．４�
３５ ホクトスワン 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ５８．８�
４８ フミノイマージン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４５０＋ ２ 〃 アタマ １２．０�
５９ � ネオヴェリーベリー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：２５．９� ４６．４�
８１５ クイックメール 牝３栗 ５４ 藤田 伸二谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４４４－ ４１：２６．０クビ ５．７�
７１４ ツルマルハロー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝鶴田 任男氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４５６－ ４１：２６．２１� １０．０	
３６ � プリンセスジュディ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 克典山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 栄進牧場 B４１８－ ４ 〃 アタマ ７７．０

２３ ナムララピス 牝３鹿 ５４ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 新冠 つつみ牧場 ４６８－ ４１：２６．５１� ５０．３�
６１１� トウホクビジン 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ ２７０．８

（笠松） （愛知）

７１３� ストロングヒロイン 牝３鹿 ５４ 下原 理小野 博郷氏 碇 清次郎 新冠 飛渡牧場 ４２０－ ９１：２６．９２� ２３９．３�
（兵庫） （兵庫）

５１０ キタノオハナ 牝３栗 ５４ 池添 謙一吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４７４－ ４１：２７．０� ７３．４�
１１ マコトエレンシア 牝３黒鹿５４ M．デムーロ眞壁 明氏 川村 禎彦 様似 出口 繁夫 ４５４－ ４１：２７．２１� ３１．５�

（伊）

８１６� エンジェルアリス 牝３栗 ５４
５１ ▲田村 太雅横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新冠 競優牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ２８４．８�

４７ � フジフーフー 牝３鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士�フジレーシング 松永 康利 新冠 小泉 学 ４６８± ０１：２７．４１� １８５．６�

１２ レッドレイク 牝３栗 ５４ 四位 洋文ディアレスト 田村 康仁 日高 川端 正博 ４５２± ０１：２８．３５ ２５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６３１，１００円 複勝： ４０，０３８，１００円 枠連： ２１，２１８，６００円

普通馬連： ７１，０６４，１００円 馬単： ６１，５５４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２９０，７００円

３連複： ８５，８８２，８００円 ３連単： １６４，１８９，３００円 計： ４９４，８６９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ６６０円 枠 連（２－６） ５９０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，２６０円 �� ３，７２０円

３ 連 複 ��� ８，１９０円 ３ 連 単 ��� ２３，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２６６３１１ 的中 � １３３８９７（１番人気）
複勝票数 計 ４００３８１ 的中 � １７７５２３（１番人気）� ３４０５８（３番人気）� ８８１８（９番人気）
枠連票数 計 ２１２１８６ 的中 （２－６） ２６７４５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１０６４１ 的中 �� ８２００８（２番人気）
馬単票数 計 ６１５５４６ 的中 �� ５６７０９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２９０７ 的中 �� ２００３０（２番人気）�� ４５２１（１４番人気）�� １４６７（３６番人気）
３連複票数 計 ８５８８２８ 的中 ��� ７７４１（２６番人気）
３連単票数 計１６４１８９３ 的中 ��� ５２０７（６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．８―４８．３―１：００．４―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．０
３ ４（８，１２）（１４，１５）（１，３）９－（５，１１，１６）１０（７，６）－１３，２ ４ ４（８，１２）（１，３，１４，１５）９，５（１６，１０）１１，６，７，１３－２

勝馬の
紹 介

ケイアイガーベラ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１１．８ 京都１着

２００６．４．２７生 牝３栗 母 アンナステルツ 母母 Edge ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００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 クリンゲルベルガー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６８ ２月１５日 晴 稍重 （２１京都２）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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
１：０８．７

重

重

４７ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 川島 信二�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８４－１６１：１１．５ ２８．０�

３６ テイエムクレナイ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４６２＋ ８１：１１．７１� ４．２�
２３ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ M．デムーロ �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± ０１：１１．９１� １５．２�

（伊）

７１４ ウインアンジェラス 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 B４５８－１２ 〃 ハナ ８．９�
３５ ヒカリマーガレット 牝５栗 ５５ 武 豊當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７４－ ８１：１２．１１� ２．７	
６１１ ワーキングウーマン 牝５黒鹿５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋１２１：１２．３１ ５．０

７１３ シーリーコート 牝５栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４６６＋１０１：１２．４� ６５．１�
５１０ ウ レ ッ コ 牝５鹿 ５５ 安部 幸夫角田 睦子氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２６－ ２１：１２．７２ ２３．４�

（愛知）

１１ ベルモントバジル 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ４２６－ ８ 〃 アタマ ２９．６

６１２ バブルガムレディ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４８６＋１０１：１２．９１ １５．０�
５９ ステラーホープ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４２８－１６ 〃 クビ ５５．９�
８１５ タニノブロンクス 牝４鹿 ５５

５３ △田中 克典谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４２８＋ ２１：１３．２１� ３９．０�
１２ クリールパトラー 牝５栗 ５５ 武 幸四郎横山 修二氏 武 邦彦 様似 猿倉牧場 ５２０－１０１：１３．４１� ５０．４�
４８ � フレノカトリーヌ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�ヤブウチ 小島 茂之 浦河 岡本牧場 ４４０－ ８１：１４．３５ １０３．８�
２４ � アイディンフォルテ 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥米井 勝氏 本田 優 三石 森 俊雄 ４２４－ ６１：１４．８３ １６２．５�
８１６� メイデンミヤビ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎米田イスヱ氏 須貝 彦三 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２－ ２１：１５．２２� ３０１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９７０，０００円 複勝： ４２，０９３，３００円 枠連： ２７，７８１，４００円

普通馬連： ８７，１７７，１００円 馬単： ６０，４７１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５７７，３００円

３連複： １０８，３２７，７００円 ３連単： １８１，９９９，４００円 計： ５６１，３９８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ８９０円 � １８０円 � ５８０円 枠 連（３－４） １，７７０円

普通馬連 �� ６，２５０円 馬 単 �� １６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ６，９７０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ３０，２３０円 ３ 連 単 ��� １９３，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２５９７００ 的中 � ７３１８（８番人気）
複勝票数 計 ４２０９３３ 的中 � １０３０８（１０番人気）� ８４５０４（２番人気）� １６５４７（７番人気）
枠連票数 計 ２７７８１４ 的中 （３－４） １１６０８（７番人気）
普通馬連票数 計 ８７１７７１ 的中 �� １０３０１（２０番人気）
馬単票数 計 ６０４７１８ 的中 �� ２７８０（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５７７３ 的中 �� ３５０８（２４番人気）�� ９５０（５９番人気）�� ５０５２（１４番人気）
３連複票数 計１０８３２７７ 的中 ��� ２６４５（８８番人気）
３連単票数 計１８１９９９４ 的中 ��� ６９３（４９５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．９―１１．８―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．７―４７．５―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストーリーテリング �
�
父 デザートキング �

�
母父 Private Account デビュー ２００８．５．２５ 新潟１着

２００５．３．３１生 牝４鹿 母 ノーテリング 母母 My Heroine ５戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネアクトナイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６９ ２月１５日 晴 稍重 （２１京都２）第６日 第９競走 ��
��２，４００�

び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．２．１６以降２１．２．８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 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

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３４ シャイニーブラウン 牡４鹿 ５５ M．デムーロ小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５２４－ ２２：２７．９ ２．５�
（伊）

５８ � エターナルクラウン 牡５鹿 ５４ 池添 謙一 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ５０２± ０２：２８．３２� ８．６�
５７ ディジュリドゥー 牡５鹿 ５２ 熊沢 重文�錦岡牧場 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５１６－ ６ 〃 クビ ３１．６�
４５ マッキーバッハ 牡４鹿 ５５ 幸 英明薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４５２－ ４２：２８．４� ５．４�
４６ � ハギノメトロポリス 牡９黒鹿５２ 下原 理日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９２＋ ８２：２８．５� １６７．９�

（兵庫）

６１０� ライオングラス 	５栗 ５５ 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 米
Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４８８－ ６ 〃 ハナ ７．５	
１１ ミッキーラブ 牡５鹿 ５５ 藤田 伸二野田みづき氏 清水 出美 新冠 岡 裕 ５４６＋ ２ 〃 ハナ ７．９

７１２ デンコウミサイル 牡６栗 ５４ 川田 将雅田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１４＋ ６２：２８．７１
 ２７．１�
８１３ シ ャ ロ ー ム 牡４栗 ５４ 後藤 浩輝田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４２± ０ 〃 クビ １５．１�
２２ リアルヴィクトリー 牡４鹿 ５４ 四位 洋文杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４９２－ ４２：２９．４４ １２．２
７１１ マンノレーシング 牡６鹿 ５５ 金折 知則萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６６± ０２：２９．５� ５０．４�
６９ グリッターエルフ 牝５黒鹿５１ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４７２－ ４２：２９．９２� ３１．０�
３３ � クリノダイマオー 牡７黒鹿５２ 秋山真一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム B５００－ ２２：３０．０クビ １１２．０�
８１４ チャームピクチャー 牝５栗 ５１ 田村 太雅タマモ� 佐藤 正雄 静内 前田牧場 ４６８＋ ６２：３０．５３ １２７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，４７５，０００円 複勝： ４５，７６５，４００円 枠連： ２６，６８５，３００円

普通馬連： １３７，０４５，６００円 馬単： ８３，５７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０３８，９００円

３連複： １４９，０１９，１００円 ３連単： ３０４，３００，０００円 計： ８１２，９００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ６００円 枠 連（３－５） ８２０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，７３０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ９，９１０円 ３ 連 単 ��� ３３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３０４７５０ 的中 � ９８２４６（１番人気）
複勝票数 計 ４５７６５４ 的中 � １３１９００（１番人気）� ５８２１３（３番人気）� １３４６６（９番人気）
枠連票数 計 ２６６８５３ 的中 （３－５） ２４０４７（３番人気）
普通馬連票数 計１３７０４５６ 的中 �� １０４４０４（３番人気）
馬単票数 計 ８３５７０９ 的中 �� ４１１１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０３８９ 的中 �� ２５１５７（２番人気）�� ４８７９（２２番人気）�� ３７１０（２８番人気）
３連複票数 計１４９０１９１ 的中 ��� １１１０５（３２番人気）
３連単票数 計３０４３０００ 的中 ��� ６７３４（１００番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１１．７―１２．９―１３．０―１３．０―１２．９―１２．３―１２．０―１２．０―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２４．４―３６．１―４９．０―１：０２．０―１：１５．０―１：２７．９―１：４０．２―１：５２．２―２：０４．２―２：１５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーブラウン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００８．２．１７ 京都１０着

２００５．４．１６生 牡４鹿 母 ダイタクルアーズ 母母 スプリングネヴァー ８戦３勝 賞金 ３４，１０９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０７０ ２月１５日 晴 良 （２１京都２）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

あ す か

飛鳥ステークス
発走１５時００分 （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 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４４ タガノエルシコ 牡４栗 ５６ 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 ４２８－ ４１：４９．２ ２．８�

８９ ホワイトピルグリム 牡４芦 ５６ 安藤 勝己�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５６± ０ 〃 クビ ３．３�
５５ マッハジュウクン 牡７鹿 ５７ 武 幸四郎鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７０－ ４１：４９．３クビ ６１．５�
１１ マイネルスターリー 牡４鹿 ５６ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ４．５�
６６ セタガヤフラッグ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５０－ ４１：４９．４クビ ２４．３�
８８ メイショウベルーガ 牝４芦 ５４ 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７６－１４１：４９．５� １３．３	
３３ ケイアイケイマン 牡５鹿 ５７ M．デムーロ �啓愛義肢材料販売所 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４９０＋２０１：４９．７１� ８．５


（伊）

２２ ア ル カ ザ ン 牡４鹿 ５６ 池添 謙一�エーティー 昆 貢 門別 シンコーファーム ４９０＋ ６１：５０．１２	 １１．３�
７７ カネトシリベルテ 牝５鹿 ５５ 安部 幸夫兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４５８± ０１：５０．２	 ３２．１�

（愛知）

（９頭）

売 得 金

単勝： ４０，０６２，６００円 複勝： ５４，３１８，０００円 枠連： ２９，０７１，６００円

普通馬連： １５８，９９９，９００円 馬単： １０８，６０７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４７９，６００円

３連複： １７２，２７０，１００円 ３連単： ４３２，０７６，２００円 計： １，０３５，８８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ７３０円 枠 連（４－８） ３７０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，６９０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ７，８８０円 ３ 連 単 ��� ２４，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４００６２６ 的中 � １１５６３６（１番人気）
複勝票数 計 ５４３１８０ 的中 � １７８５１２（１番人気）� １０８４０１（２番人気）� １０６２０（９番人気）
枠連票数 計 ２９０７１６ 的中 （４－８） ５９５１０（１番人気）
普通馬連票数 計１５８９９９９ 的中 �� ２８１８２７（１番人気）
馬単票数 計１０８６０７８ 的中 �� １００４６０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４７９６ 的中 �� ７１１７２（１番人気）�� ４９７９（２３番人気）�� ３４１５（２７番人気）
３連複票数 計１７２２７０１ 的中 ��� １６１５２（２５番人気）
３連単票数 計４３２０７６２ 的中 ��� １３１４０（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．２―４８．９―１：０１．３―１：１３．２―１：２５．０―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ ５＝７，６－３，９，２，８，４，１ ４ ５＝７，６（３，９）（２，４，８）１

勝馬の
紹 介

タガノエルシコ 
�
父 マヤノトップガン 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．４．１３ 阪神７着

２００５．３．１３生 牡４栗 母 タガノピアース 母母 タガノスリッパー １１戦４勝 賞金 ７８，５６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０７１ ２月１５日 晴 良 （２１京都２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第４９回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （NHK賞） （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

NHK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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７７ リーチザクラウン 牡３青鹿５６ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：４８．９ １．５�

３３ リクエストソング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：４９．５３� ５．２�
８９ エ ン ブ リ オ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫若松 伸治氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４６６－ ６１：４９．８１	 １８１．５�

（愛知）

８１０ ベストメンバー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ２ 〃 クビ ６．７�
４４ キタサンガイセン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己�大野商事 松田 博資 浦河 富田牧場 ４９６－ ２ 〃 ハナ ９．２�
２２ ダノンカモン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５１８－１２１：５０．０１ １３．４	
６６ ハイローラー 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４７６± ０１：５０．２１ ３７．２

１１ トモロポケット 牡３栗 ５６ 池添 謙一廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４５８－ ２１：５０．８３� ９２．３�
５５ アルテマイスター 牡３栗 ５６ 福永 祐一水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４３８± ０１：５２．２９ １２３．７�
７８ スズノハミルトン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４８４＋ ８１：５２．５２ １０９．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５２，３８９，０００円 複勝： ２６７，６７７，７００円 枠連： ７２，８７７，６００円

普通馬連： ５６７，０３２，８００円 馬単： ４８７，０９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３１，７１８，８００円

３連複： ５１９，８３７，７００円 ３連単： ２，１３５，７３０，６００円 計： ４，３３４，３５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １，８００円 枠 連（３－７） ３２０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２，５５０円 �� ４，９６０円

３ 連 複 ��� １１，４４０円 ３ 連 単 ��� ３１，１８０円

票 数

単勝票数 計１５２３８９０ 的中 � ８１３４０６（１番人気）
複勝票数 計２６７６７７７ 的中 � １６４４９８５（１番人気）� ３８２１７１（２番人気）� １１７０７（１０番人気）
枠連票数 計 ７２８７７６ 的中 （３－７） １７１５９７（１番人気）
普通馬連票数 計５６７０３２８ 的中 �� １３２４７２６（１番人気）
馬単票数 計４８７０９０７ 的中 �� ８２８３５４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３１７１８８ 的中 �� ２９９６８８（１番人気）�� ９９８５（１９番人気）�� ５０５０（３０番人気）
３連複票数 計５１９８３７７ 的中 ��� ３３５３７（２６番人気）
３連単票数 計２１３５７３０６ 的中 ��� ５０５６６（７６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１１．９―１２．７―１２．６―１２．２―１１．８―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．４―４９．１―１：０１．７―１：１３．９―１：２５．７―１：３６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーチザクラウン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．１０．２６ 京都２着

２００６．２．５生 牡３青鹿 母 クラウンピース 母母 クラシッククラウン ５戦３勝 賞金 ７１，５４６，０００円
〔制裁〕 スズノハミルトン号の騎手藤田伸二は，３コーナーで急に内側に斜行したことについて平成２１年２月２１日の騎乗を停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズノハミルトン号は，３コーナーで急に内側に逃避したことについて平成２１年２月１６日から

平成２１年３月８日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔その他〕 スズノハミルトン号〔１０位入線〕は，３コーナーで急に内側に斜行して「ハイローラー」号〔７位入線〕の走行を妨害。（その他４

番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０７２ ２月１５日 晴 稍重 （２１京都２）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０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

６９ プロフェッショナル 牡４青 ５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２－ ６１：５１．０ ２．２�

３４ バロズハート 牡４栃栗５６ M．デムーロ栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５１０＋ ４１：５１．４２� ４．１�
（伊）

１１ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４７６± ０１：５１．５� ５１．１�
７１１ トーセンスターン 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：５１．７１� ４．３�
４６ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９０＋ ２１：５１．８クビ ２７．７�
６１０ モ チ 牡５青鹿５７ 安部 幸夫小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ ４６．１�

（愛知）

８１３ ウインルーセント 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝	ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５１４＋ ８１：５２．１２ １２．４

２２ ヒロアンジェロ 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４９０－ ６１：５２．３� ３５．４�
３３ 	 エイトサンデー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５１８± ０１：５２．６１� ６５．５�
５７ コスモアブソルート 牡７黒鹿５７ 池添 謙一 ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９０± ０ 〃 アタマ ６５．３�
７１２ ニホンピロコナユキ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４５８－ ４１：５２．７� １３４．４�
５８ エミネムシチー 牡４鹿 ５６ 角田 晃一 	友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５６＋ ２１：５３．５５ １２９．６�
４５ クリノゴールド 牡６栗 ５７ 武 幸四郎栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４５６± ０１：５３．８１� １８９．４�
８１４ ナムラジョンブル 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥ディアレスト 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４９０＋ ２１：５４．１２ １３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４８，２６１，９００円 複勝： ７１，１９３，５００円 枠連： ４７，７２１，５００円

普通馬連： １９８，４４１，２００円 馬単： １２９，４９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，９７８，６００円

３連複： ２２２，３９７，５００円 ３連単： ５１４，０１６，０００円 計： １，２８７，５０７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ５５０円 枠 連（３－６） ４００円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，０４０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 ��� １１，５４０円

票 数

単勝票数 計 ４８２６１９ 的中 � １８１０２６（１番人気）
複勝票数 計 ７１１９３５ 的中 � ３０４３６３（１番人気）� １１３０１５（２番人気）� １６８７５（８番人気）
枠連票数 計 ４７７２１５ 的中 （３－６） ８９０９８（１番人気）
普通馬連票数 計１９８４４１２ 的中 �� ３６１２４８（１番人気）
馬単票数 計１２９４９７２ 的中 �� １３９８１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５９７８６ 的中 �� ８７６９３（１番人気）�� １１５９９（１０番人気）�� ６８６７（２１番人気）
３連複票数 計２２２３９７５ 的中 ��� ４０１５３（１１番人気）
３連単票数 計５１４０１６０ 的中 ��� ３２８９６（２３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．３―１２．６―１２．８―１２．９―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３５．７―４８．３―１：０１．１―１：１４．０―１：２６．２―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．０
１
３
１４（４，９，１３）５（３，１２）１０，２，７，１１－８－６－１・（１４，４）（５，９）１３（３，１０，７，１）（２，１２）１１，６－８

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

勝馬の
紹 介

プロフェッショナル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Kris S. デビュー ２００８．１．１９ 京都５着

２００５．２．２６生 牡４青 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド １２戦３勝 賞金 ３６，８５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２１京都２）第６日 ２月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

２５１，９３０，０００円
１０，６３０，０００円
９，３９０，０００円
１，３３０，０００円
２５，８４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，７８７，０００円
５，０４３，６００円
１，６３３，５００円

勝馬投票券売得金
４２５，３６８，８００円
７２５，２７８，３００円
３２１，２８９，５００円
１，５１６，７９８，１００円
１，１９２，９９４，８００円
４２２，８００，１００円
１，６４４，７７１，９００円
４，４０３，９５６，５００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 １０，６５３，２５８，０００円

総入場人員 ３１，０６７名 （有料入場人員 ２９，５７９名）




