
０４０７３ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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

７１０ ガッチリガッチリ 牡３黒鹿５６ 小牧 太小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７０± ０１：１２．９ ２．１�

１１ タガノバッチグー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一八木 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 ４５４＋ ４１：１３．０� ５．９�

４５ ユメヲカナエル 牡３栗 ５６ 和田 竜二キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B４６０＋ ８ 〃 クビ ２８．４�
４４ ヤマイチリブ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ５０８± ０１：１３．１� １８．２�
５７ ファイナルラップ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：１３．３１� ３．５�

（伊）

６８ クインビスティー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 ４２８＋ ２１：１３．６１� １４．０�
８１２ メイショウピレネー 牝３栗 ５４ 石橋 守松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４５０－ ６１：１３．７� １０１．７	
３３ シゲルウマミヤマ 牝３黒鹿５４ 幸 英明森中 蕃氏 武田 博 様似 清水スタッド ４３６－ ８ 〃 ハナ ２２２．４

６９ ゼ ン マ ツ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文癸生川善三郎氏 松山 康久 新ひだか 須甲牧場 ４７８－１２１：１３．８クビ ８．９�
２２ 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 ４４６± ０１：１３．９� ５２．７�
８１３ スリーテンペスト 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介永井商事 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ４９６＋ ８１：１４．１１� １０２．０�
７１１ ヒデノマーメイド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智井之口二三雄氏 中尾 正 日高 木村牧場 ４５８－ ２１：１４．５２� ３２２．８�
５６ クリノメッセンジャ 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 棚川 光男 ４５８＋ ２１：１４．９２� ２６１．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，１４８，１００円 複勝： ２３，６３４，４００円 枠連： １１，００２，８００円

普通馬連： ３７，６９６，１００円 馬単： ３０，８６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０５６，１００円

３連複： ５２，３３２，８００円 ３連単： ８３，３１４，４００円 計： ２６６，０４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ４４０円 枠 連（１－７） ６００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ６９０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ７，０３０円

票 数

単勝票数 計 １３１４８１ 的中 � ５０４１６（１番人気）
複勝票数 計 ２３６３４４ 的中 � １０６３６７（１番人気）� ３０７８６（３番人気）� ７２５５（７番人気）
枠連票数 計 １１００２８ 的中 （１－７） １３７６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３７６９６１ 的中 �� ５００９４（２番人気）
馬単票数 計 ３０８６３０ 的中 �� ２５２５１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０５６１ 的中 �� １６５６８（２番人気）�� ４６３８（７番人気）�� ３３６７（１３番人気）
３連複票数 計 ５２３３２８ 的中 ��� １６６７２（８番人気）
３連単票数 計 ８３３１４４ 的中 ��� ８７５２（１７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１２．２―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．４―４７．６―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガッチリガッチリ �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００８．８．２ 小倉２着

２００６．５．３０生 牡３黒鹿 母 イ タ ダ キ 母母 ノスタルジア １２戦１勝 賞金 １４，３５０，０００円
〔制裁〕 タガノバッチグー号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）
※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。



０４０７４ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７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

６８ ギガブレイク 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ５１０－ ２１：５３．５ ３１．０�

６９ トーセンピングス 牡３芦 ５６ 幸 英明島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５３２－ ２１：５３．６� ５．７�
７１０ セレスダイヤモンド 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介石橋 和夫氏 新川 恵 様似 様似渡辺牧場 B５０２± ０１：５３．７クビ １０１．２�
１１ ヤマイチタイキ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥坂本 肇氏 小島 貞博 平取 二風谷ファーム ４８８＋１６１：５３．８� １７．７�
３３ サクセスヒューゴー 牡３青鹿５６ M．デムーロ�嶋 哲氏 梅田 智之 新冠 タニグチ牧場 ５０６＋ ４１：５４．０１� ３．６�

（伊）

５６ パワーエース 牡３鹿 ５６ 小牧 太�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４７０± ０１：５４．７４ １．８	
４４ ジャンジャン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４７２－ ６１：５４．９１� ２９８．１

７１１ キンシスター 牡３鹿 ５６ 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 金 宏二 ４７０＋ ６１：５５．０� １８．９�
２２ モアナパキピカ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５２８－ ２１：５５．２１� １２７．７
５７ ケイアイコンジン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４４６－ ４１：５６．３７ １８．４�
４５ カリスマライズ 牡３栗 ５６ 石橋 守畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 日優牧場 ５０６± ０１：５６．４クビ １８７．９�
８１２ ハイヌーンナゲット 牡３鹿 ５６ 川田 将雅竹本いずみ氏 伊藤 伸一 浦河 バンブー牧場 ４７８－ ２１：５６．７２ ６７．２�
８１３ ディアキャンドル 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士ディアレスト 畠山 吉宏 浦河 赤田牧場 ４３６－ ２１：５９．３大差 ４６１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，１１２，６００円 複勝： ２７，８５５，８００円 枠連： １１，７７４，７００円

普通馬連： ４２，９７０，３００円 馬単： ３６，０１５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６３１，４００円

３連複： ５５，３６０，５００円 ３連単： ９２，１９７，７００円 計： ２９８，９１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１００円 複 勝 � ６９０円 � ３２０円 � ２，５３０円 枠 連（６－６） ６，７２０円

普通馬連 �� ６，４５０円 馬 単 �� １５，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ９，２００円 �� ７，５００円

３ 連 複 ��� １０８，９５０円 ３ 連 単 ��� ５５３，１９０円

票 数

単勝票数 計 １６１１２６ 的中 � ４１０４（７番人気）
複勝票数 計 ２７８５５８ 的中 � １０３８２（６番人気）� ２６４８０（３番人気）� ２５９０（１０番人気）
枠連票数 計 １１７７４７ 的中 （６－６） １２９５（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４２９７０３ 的中 �� ４９２０（１６番人気）
馬単票数 計 ３６０１５３ 的中 �� １６７５（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６３１４ 的中 �� ２２２０（１６番人気）�� ４４０（４１番人気）�� ５４１（３７番人気）
３連複票数 計 ５５３６０５ 的中 ��� ３７５（１０７番人気）
３連単票数 計 ９２１９７７ 的中 ��� １２３（５３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．１―４９．３―１：０２．９―１：１６．２―１：２８．６―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギガブレイク �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００９．１．２５ 中京１２着

２００６．４．１７生 牡３黒鹿 母 パトリシアローズ 母母 ダウンチータ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ヤマイチタイキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヤマイチタイキ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアキャンドル号は，平成２１年３月２１日まで平地競走に出走できない。
※ハイヌーンナゲット号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０７５ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３３ メイショウシェイク 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５１８－１０１：２４．９ １．７�

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 ４６２－ ４１：２５．３２� ３．９�

８１３ キタサンエンペラー 牡３栗 ５６ 福永 祐一�大野商事 梅内 忍 浦河 山崎牧場 ４８６－ ２１：２５．６２ ７．０�
７１１ ア ゲ シ オ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘平岡 茂樹氏 �田 研二 むかわ 平岡牧場 ４８０－ ６１：２５．８１� １８．６�
５７ � エーシンウォーマン 牡３青鹿５６ 武 幸四郎平井 宏承氏 武 邦彦 米 Winches-

ter Farm ４５４＋ ４１：２６．０１� ９．４�
５６ バンブーレアル 牡３栗 ５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６２－ ２１：２６．２１ ２０．８	
４４ 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 ４２６－ ４ 〃 アタマ ６３．２

４５ アルセーヌシチー 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８２－ ６ 〃 アタマ １２８．４�
６８ テンシノザール 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥杉谷 枡夫氏 谷 潔 浦河 大北牧場 ４９６－ ４１：２６．６２� １９１．９
２２ パイオニアシチー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 静内 出羽牧場 ４５２－ ２１：２６．７� １８２．５�
６９ コスモエコロジー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 本間牧場 ５１０± ０１：２６．９１� ８０．７�
７１０ スガノオーバーカム 牡３芦 ５６ 四位 洋文菅原 光博氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４５０－ ４１：２７．３２� ６３．４�
８１２ タグロッキー 牡３芦 ５６

５４ △田中 克典田口 廣氏 佐山 優 安平 田口 廣 ４６０＋ ４１：２７．４クビ ３９１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，０３７，３００円 複勝： ３１，２６７，６００円 枠連： １４，９２７，４００円

普通馬連： ４６，１７０，８００円 馬単： ４３，４５６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４２９，８００円

３連複： ６２，４６０，５００円 ３連単： １１３，６５８，９００円 計： ３４７，４０８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（１－３） ２２０円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２１０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� １，０９０円

票 数

単勝票数 計 １８０３７３ 的中 � ８３７５７（１番人気）
複勝票数 計 ３１２６７６ 的中 � １５６２０９（１番人気）� ５５３５２（２番人気）� ３５６０３（３番人気）
枠連票数 計 １４９２７４ 的中 （１－３） ５０７０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６１７０８ 的中 �� １５９６２５（１番人気）
馬単票数 計 ４３４５６２ 的中 �� １０３４２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４２９８ 的中 �� ４４３１１（１番人気）�� １８３２６（２番人気）�� １０５８５（４番人気）
３連複票数 計 ６２４６０５ 的中 ��� １０５３０３（１番人気）
３連単票数 計１１３６５８９ 的中 ��� ７７３４８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．８―１：００．３―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウシェイク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１．３１ 京都２着

２００６．３．１７生 牡３鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



０４０７６ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

８１４ スマートタイタン 牡３栗 ５６ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５００ ―１：５４．６ ８．４�

７１２ ラタンバスケット 牝３栗 ５４ 池添 謙一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：５４．８１� ４．４�
４７ ダノンクリス 牡３芦 ５６ 小牧 太�ダノックス 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５３４ ―１：５５．１２ １３．５�
７１３ レディームスタング 牝３栗 ５４ M．デムーロ�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４５８ ―１：５５．４１� ８．６�

（伊）

３４ レインボーマジック 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４９６ ― 〃 クビ ５．５�
５８ シルクマエストロ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎有限会社シルク増本 豊 新冠 川上牧場 ５２０ ―１：５５．５クビ ４３．２	
６１０ パチョレック 牡３黒鹿５６ 幸 英明�ヤブウチ 木原 一良 浦河 冨岡 博一 ４５６ ―１：５５．６� ７８．６

３５ プロテクトジアース 牝３栗 ５４ 橋本 美純飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４９８ ―１：５５．８� １１．６�
２３ マ イ ス タ ー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 ５２０ ―１：５６．０１� ３９．９�
４６ 	 セイウンノレッジ 牡３鹿 ５６ 石橋 守西山 茂行氏 河内 洋 米 John Perrotta &

Hill ’n’ Dale Farm ４５６ ―１：５６．１� ３．５
２２ ディアチェンジ 牡３青鹿５６ 川田 将雅寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５３４ ―１：５６．２クビ １０４．０�
５９ インディアンサマー 牡３栗 ５６ 和田 竜二小林竜太郎氏 柴田 光陽 浦河 �桁牧場 ４６８ ―１：５６．４１� １８１．６�

（インデアンサマー）

１１ アスカクリノオー 牡３青鹿 ５６
５３ ▲大江原 圭上野 武氏 作田 誠二 静内 千代田牧場 ４７４ ―１：５７．１４ ３０．１�

６１１ アスカノホウザン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介豊田 智郎氏 松元 茂樹 新冠 佐藤 信広 ４６６ ―１：５８．４８ ２４．７�
８１５ シャイニーバード 牡３鹿 ５６ 四位 洋文小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４４４ ―２：０１．１大差 ６１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，３４９，５００円 複勝： ２０，８５４，２００円 枠連： １６，４７０，９００円

普通馬連： ４１，１８２，３００円 馬単： ３１，１４５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６０６，８００円

３連複： ５２，０６９，７００円 ３連単： ７５，６６２，６００円 計： ２６９，３４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ３６０円 � ２１０円 � ３７０円 枠 連（７－８） １，２６０円

普通馬連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ７，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� ２，０８０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� １２，７６０円 ３ 連 単 ��� ８７，８００円

票 数

単勝票数 計 １７３４９５ 的中 � １６３８０（４番人気）
複勝票数 計 ２０８５４２ 的中 � １４３４３（６番人気）� ３０８４７（２番人気）� １３６５５（７番人気）
枠連票数 計 １６４７０９ 的中 （７－８） ９６７８（４番人気）
普通馬連票数 計 ４１１８２３ 的中 �� １０２４９（１１番人気）
馬単票数 計 ３１１４５８ 的中 �� ３１６７（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６０６８ 的中 �� ３３０５（１３番人気）�� １６９９（２６番人気）�� ２８４９（１７番人気）
３連複票数 計 ５２０６９７ 的中 ��� ３０１２（４５番人気）
３連単票数 計 ７５６６２６ 的中 ��� ６３６（２８９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１３．２―１３．４―１３．３―１３．３―１２．９―１２．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．２―５０．６―１：０３．９―１：１７．２―１：３０．１―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートタイタン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Silver Deputy 初出走

２００６．３．３１生 牡３栗 母 サーモンタイム 母母 Icelette １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーバード号は，平成２１年３月２１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。



０４０７７ ２月２１日 晴 稍重 （２１京都２）第７日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

５１０ ルージュバンブー 牝３青鹿５４ 小牧 太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４９８＋ ４１：３７．４ ４．６�

５９ ハッピーパレード 牝３黒鹿５４ 福永 祐一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４１：３７．６１� ２．６�
７１４ 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 ４５２－ ２１：３７．７� １５．４�
６１２ ミスアンコール 牝３鹿 ５４ M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２１：３８．０１� ２１．３�

（伊）

１１ ローズバンク 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３４＋１０１：３８．１� ５．９�
２４ メジロポピンズ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４３８± ０１：３８．２� ８７．６	
２３ ラビアンローズ 牝３青鹿５４ 川田 将雅近藤 英子氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４０２＋ ８ 〃 クビ ６０．２

７１３ フェバリットガール 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４５４－１８１：３８．３クビ ９３．２�
３６ ジョーセレス 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４７０－ ２１：３８．５１� １２１．３�
６１１ ゴッドフェニックス 牝３黒鹿５４ 幸 英明青山 洋一氏 池江 泰郎 日高 下河辺牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ５．７
３５ ビオンドパンテーラ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：３９．２４ １０．３�
８１６ ナカヨキコト 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４０８－ ４ 〃 クビ ２３１．１�
８１５ キ リ エ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３９６＋２２１：３９．３クビ ４２．１�
４７ エ オ ス ト レ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４２０± ０１：３９．４� ５４．０�
４８ スズカスコール 牝３栗 ５４ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４５６－ ８ 〃 ハナ １３２．９�
１２ ヤ ン ミ ー 牝３鹿 ５４

５２ △田中 克典西森 鶴氏 領家 政蔵 むかわ 上水牧場 B４６０＋ ６１：３９．７２ ２９３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２０２，８００円 複勝： ３０，８５３，５００円 枠連： １６，４０４，３００円

普通馬連： ５２，２８８，１００円 馬単： ３９，４５５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６０１，２００円

３連複： ６９，２８０，０００円 ３連単： １０７，５８３，９００円 計： ３５５，６６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ３２０円 枠 連（５－５） ５７０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，５６０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，４９０円 ３ 連 単 ��� １５，８３０円

票 数

単勝票数 計 １９２０２８ 的中 � ３３１１３（２番人気）
複勝票数 計 ３０８５３５ 的中 � ５１７１１（２番人気）� １０３７０３（１番人気）� １６２４３（６番人気）
枠連票数 計 １６４０４３ 的中 （５－５） ２１２８６（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２２８８１ 的中 �� ７１１１３（１番人気）
馬単票数 計 ３９４５５０ 的中 �� ２２３７７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６０１２ 的中 �� ２４２４３（１番人気）�� ２８７１（１７番人気）�� ６０５９（９番人気）
３連複票数 計 ６９２８００ 的中 ��� １４６５５（９番人気）
３連単票数 計１０７５８３９ 的中 ��� ５０１６（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．９―４８．６―１：０１．２―１：１３．６―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュバンブー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．１ 京都３着

２００６．５．７生 牝３青鹿 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ホウライビクトリア号
※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。



０４０７８ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１３ シルクダンディー 牡３青 ５６ 四位 洋文有限会社シルク昆 貢 新冠 ハシモトフアーム ５２６－ ４１：５１．１ ７．４�

２２ ローレルレガリス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４５４＋ ２１：５１．４１� ３．２�
６８ アドマイヤシャトル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５８± ０１：５１．７２ ５．３�
１１ ハギノリベラ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５１４＋ ６１：５１．９１� ５．７�
８１２ コウヨウドリーム 牡３鹿 ５６ 小牧 太寺内 正光氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４７４－ ２１：５２．１１� １１．４�
４４ ラ タ ー シ ュ 牡３栗 ５６ M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１４－ ２１：５２．４１� ８．６	

（伊）

６９ ワンダーアキュート 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４９２－ ４ 〃 ハナ １７．９

４５ イソノラシアン 牡３栗 ５６ 幸 英明磯野 俊雄氏 大橋 勇樹 浦河 村下農場 ４６０－ ２１：５２．５� １６４．７�
３３ トーセンムルソー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：５３．８８ １１．０
７１１ コスモオーカン 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎鈴木 芳夫氏 中村 均 日高 マル良牧場 ５０２＋ ８１：５３．９クビ １９２．０�
７１０	 ピースオブパワー 牡３青鹿５６ 芹沢 純一田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４９８＋ ２１：５４．２２ ８１．８�
５７ エルジャンクション 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �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 ４８２＋ ８１：５４．６２� １９．０�
５６ トレジャーハント 牡３栗 ５６ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５０８＋ ２１：５５．１３ ５７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，２６８，９００円 複勝： ２９，０５１，９００円 枠連： １５，３１５，４００円

普通馬連： ５３，１０９，４００円 馬単： ３７，０２３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６１５，９００円

３連複： ６５，６７５，０００円 ３連単： １０５，８３３，４００円 計： ３４３，８９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（２－８） ５８０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ４７０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� １４，２１０円

票 数

単勝票数 計 １９２６８９ 的中 � ２０７６６（４番人気）
複勝票数 計 ２９０５１９ 的中 � ３７９６８（３番人気）� ５８０３２（１番人気）� ４１１４６（２番人気）
枠連票数 計 １５３１５４ 的中 （２－８） １９７４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３１０９４ 的中 �� ３２３０８（２番人気）
馬単票数 計 ３７０２３６ 的中 �� ９２５４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６１５９ 的中 �� １１０７０（１番人気）�� ９７５６（４番人気）�� ９０３４（５番人気）
３連複票数 計 ６５６７５０ 的中 ��� ２１８４５（３番人気）
３連単票数 計１０５８３３４ 的中 ��� ５４９７（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．９―１３．２―１２．７―１２．１―１２．３―１２．１―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３７．４―５０．１―１：０２．２―１：１４．５―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４F４８．９―３F３６．６
１
３
１２（６，１０）５（３，７）１３，２，８（１，９）４，１１
１２（６，１０）１３，５（３，２）（７，９）１，８－４－１１

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

勝馬の
紹 介

シルクダンディー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２００８．１１．８ 京都３着

２００６．３．２４生 牡３青 母 チェリッシュレディ 母母 キュリオスレディー ８戦２勝 賞金 １９，６００，０００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。



０４０７９ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

６１２ エイシンクエスト 牡３栗 ５６ 安藤 勝己平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５０４＋ ２１：１１．０ １．８�

５１０ スノーマジック 牝３芦 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：１２．０６ ３０．２�
２４ シーポラリス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７２＋１６ 〃 ハナ １５．６�
１２ 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 ５６４＋ ２１：１２．２１� ６．３�
８１５ アデュラリア 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４７８－ ２１：１２．３クビ １０．８�
２３ � ス マ ー ト ン 牡３鹿 ５６ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ５０８＋１２１：１２．５１� ２７．０	
１１ � モエレサマー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 中村 和夫 ４６４＋ ４１：１２．８１� １８．０

７１４ マコトバンクウ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一眞壁 明氏 村山 明 様似 出口 繁夫 B４６６＋１０ 〃 クビ ４７．８�
３６ メイショウマレンゴ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８２＋ ４１：１２．９クビ １２．４�
８１６ ナムラエクシード 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４７２－ ４１：１３．２１� ２５．５
７１３� ミステリーハンター 牡３栗 ５６

５３ ▲大下 智高浪 宣昭氏 小島 茂之 新冠 村田牧場 ４７６－ ２１：１３．３� ４０７．１�
３５ カシノヘラクレス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４６２＋ ６１：１３．４� ３６５．２�
４７ エーシンビッグシー 牡３芦 ５６ 川田 将雅平井 宏承氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４９４＋１２１：１３．６１� １１３．９�
５９ メイショウタカチホ 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４６６＋ ４１：１３．７� ２３８．５�
６１１� アイファースイーツ 牝３鹿 ５４ 幸 英明中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 ４２８－１０１：１３．８クビ ９２．３�
４８ アクセルボーイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６２± ０１：１５．５大差 １４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４５０，０００円 複勝： ４５，３８３，６００円 枠連： １７，８９５，０００円

普通馬連： ６７，３６０，０００円 馬単： ５１，９１１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３２１，４００円

３連複： ７９，５６０，３００円 ３連単： １４３，３７３，９００円 計： ４５３，２５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ５２０円 � ４８０円 枠 連（５－６） １，７９０円

普通馬連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ５８０円 �� ４，８３０円

３ 連 複 ��� ７，６３０円 ３ 連 単 ��� ３０，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２３４５００ 的中 � １０７７３８（１番人気）
複勝票数 計 ４５３８３６ 的中 � ２２８６３９（１番人気）� １２６８６（９番人気）� １４０９１（８番人気）
枠連票数 計 １７８９５０ 的中 （５－６） ７３９２（６番人気）
普通馬連票数 計 ６７３６００ 的中 �� ２３０４０（６番人気）
馬単票数 計 ５１９１１３ 的中 �� １３９８３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３２１４ 的中 �� ７６７６（６番人気）�� １０９１２（５番人気）�� １１５６（４７番人気）
３連複票数 計 ７９５６０３ 的中 ��� ７６９６（２８番人気）
３連単票数 計１４３３７３９ 的中 ��� ３５１１（８９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．５―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．３
３ １２－７（９，１５）（６，８，１６）（４，１１，１４）２（１３，１）－３，１０－５ ４ １２－（７，６，９，１５）（２，４，１６）（１１，１４，１）（８，１３）３（５，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンクエスト �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１２．２１ 阪神１着

２００６．４．１８生 牡３栗 母 アスクコマンダー 母母 エイブルカグラ ３戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
〔発走状況〕 ミステリーハンター号は，枠入り不良。
〔制裁〕 プライムパレス号の騎手和田竜二は，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１０，０００円。（７番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクセルボーイ号は，平成２１年３月２１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キングスウィープ号・テイエムプレストン号・プリティマリ号・ヘリオスシチー号・ラストダンス号



０４０８０ ２月２１日 晴 稍重 （２１京都２）第７日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，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

１：３２．１
１：３１．５

良

良

３４ メイショウゲンジ 牡６栗 ５７
５５ △田中 克典松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５３６＋ ２１：３６．２ ８．０�

６１１ マイネルインゼル 牡４栗 ５７ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ３．９�
（伊）

６１０ ナリタスレンダー �４鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４７８－ ２１：３６．４１� １２．４�
２２ センシュアルドレス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４４６＋ ２ 〃 ハナ ３．１�
８１５	 ナミダガキラリ 牝４栗 ５５ 福永 祐一小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４４６－ ２ 〃 ハナ ９．２�
２３ テイエムデスカイ 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４５８－ ２１：３６．６１� ５８．３�
７１３ ライトザキャンドル 牝５青鹿５５ 川田 将雅 	サンデーレーシング 池江 泰寿 追分 追分ファーム ４７８＋ ６ 〃 クビ ９．３

４６ ディープキッス 牝４鹿 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ ８．２�
７１２ メイショウシーマ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４３０－ ６１：３６．７
 ３２．０�
３５ サマーレプタンサ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 惣田 英幸 ４６２＋１２１：３７．５５ ５２．４
４７ 	 トーセンステルス 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介島川 �哉氏 古賀 慎明 米 Mrs. C. Wilson

McNeely III B４７４＋１０ 〃 クビ ６０．９�
５９ マイネルポンピオン 牡４芦 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４７４＋１２１：３８．０３ １００．２�
８１４ ミラクルハニー 牝５黒鹿５５ 小林 徹弥吉田 照哉氏 �田 研二 千歳 社台ファーム ４２８－ ２１：３８．２１� ５０．７�
５８ � タカプリンセス 牝４芦 ５５ 小林慎一郎高木 高彦氏 浜田 光正 浦河 川部 義美 ４２４－１０１：３９．１５ １８８．１�
１１ スパイオブラヴ 牝４栗 ５５ 武 幸四郎首藤 徳氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：３９．２
 ８１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，４９６，１００円 複勝： ２９，４９１，９００円 枠連： １８，４５８，２００円

普通馬連： ６１，５０３，１００円 馬単： ４０，１８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０６６，３００円

３連複： ７２，３７４，４００円 ３連単： １２１，５２４，７００円 計： ３８３，０９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ３６０円 枠 連（３－６） １，０１０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，２００円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 ��� １９，９９０円

票 数

単勝票数 計 １９４９６１ 的中 � １９２６２（３番人気）
複勝票数 計 ２９４９１９ 的中 � ３５６２７（３番人気）� ６０８４１（１番人気）� １７８６１（７番人気）
枠連票数 計 １８４５８２ 的中 （３－６） １３５０４（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１５０３１ 的中 �� ３３９７５（４番人気）
馬単票数 計 ４０１８３９ 的中 �� ９７３１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００６６３ 的中 �� １０３３９（３番人気）�� ３９８３（１８番人気）�� ５４４９（１０番人気）
３連複票数 計 ７２３７４４ 的中 ��� １４１９６（１２番人気）
３連単票数 計１２１５２４７ 的中 ��� ４４８７（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．８―４７．８―５９．４―１：１１．６―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウゲンジ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Lead On Time デビュー ２００５．１１．５ 京都１着

２００３．３．１３生 牡６栗 母 ニューシャグラ 母母 ミスシャグラ ２３戦３勝 賞金 ４６，９３２，０００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。



０４０８１ ２月２１日 晴 稍重 （２１京都２）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

か す が

春 日 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７９ ゼンノグッドウッド 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２１：４９．９ １７．５�

３３ パッシングマーク 牡６鹿 ５７ M．デムーロ �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：５０．０� １８．１�
（伊）

８１２ マイネルアトレ 牡４栗 ５６ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４５８＋ ４１：５０．１� １．９�

６７ � ハギノメトロポリス 牡９黒鹿５７ 川田 将雅日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９４＋ ２１：５０．３１ ３７．７�
６８ シャトヤンシー 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４ 〃 ハナ ４．５�
１１ メイショウグラード 牡４鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８８－ ４１：５０．４	 １５．６	
２２ ピースキーパー 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ８１：５０．５	 ８．８

７１０
 エイシンインパール 牡７芦 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５２４－ ６１：５０．８２ １９．５�
５５ サイレンスゴールド �８青鹿５７ 横山 典弘山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも えりも農場 ４９０± ０１：５０．９クビ ４２．９�
８１１ マイサイドキック 牡４栗 ５６ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５１２± ０１：５１．０	 １２．３
４４ スプリングダボス 牡８鹿 ５７ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４９８＋ ２１：５１．３１	 ３０．７�

（１１頭）
５６ ナイスシャトル 牡４栗 ５６ 池添 謙一菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 林 孝輝 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，８４２，５００円 複勝： ３８，５９９，９００円 枠連： ２２，４５０，７００円

普通馬連： ９７，９４７，２００円 馬単： ７０，６８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６９４，５００円

３連複： １０７，１４８，１００円 ３連単： ２３３，２６１，３００円 計： ６２４，６２９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ４３０円 � ４００円 � １１０円 枠 連（３－７） ６，７９０円

普通馬連 �� １４，９４０円 馬 単 �� ２４，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２５０円 �� ８４０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ７，５２０円 ３ 連 単 ��� １０１，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２６８４２５ 的中 � １２１１１（６番人気）
複勝票数 計 ３８５９９９ 的中 � １４９８１（８番人気）� １６２８９（７番人気）� １６５５２４（１番人気）
枠連票数 計 ２２４５０７ 的中 （３－７） ２４４２（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９７９４７２ 的中 �� ４８４１（４０番人気）
馬単票数 計 ７０６８５３ 的中 �� ２１２８（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６９４５ 的中 �� １９９２（４１番人気）�� ８３５６（８番人気）�� ９４４６（７番人気）
３連複票数 計１０７１４８１ 的中 ��� １０５２１（３０番人気）
３連単票数 計２３３２６１３ 的中 ��� １６８８（２８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．７―３７．０―５０．０―１：０２．７―１：１４．９―１：２６．９―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノグッドウッド �
�
父 エアジハード �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００５．９．３ 小倉４着

２００３．３．２３生 牡６鹿 母 ブレスマイスターズ 母母 メイクアウイッシュ ２７戦４勝 賞金 ４８，８６５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔出走取消〕 ナイスシャトル号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０８２ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

かわらまち

河原町ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．２．２３以降２１．２．１５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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

１１ アウトクラトール 牡４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：１０．５ １３．５�

８１４ グリーンアラモード 牡６鹿 ５４ 川田 将雅 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５６２－ ４ 〃 クビ ７１．４�
３５ � イリューシブネス 牡６栗 ５５ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden

& Dan Considine ４８０± ０１：１０．７１� ９．１�
６１０ サザンビューティー 牝６芦 ５２ 秋山真一郎南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ７．２�
２２ スリーアリスト 牡４栗 ５７ 小牧 太永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ １．９�
７１３� ウォーターバロン 牡８黒鹿５４ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５１０－ ２１：１０．８� ６６．６	
５８ � アルシラート 牡５鹿 ５４ M．デムーロ広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４９０± ０１：１１．０１ ４３．３

（伊）

４６ ミステリアスバイオ 牝４栗 ５１ 田村 太雅バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４５４± ０１：１１．１� ３７．９�
４７ ミッキーフォルテ 牡４鹿 ５４ 福永 祐一三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５３２－ ２１：１１．２� １１．１�
６１１	 ゴッドヘイロー 牡９青鹿５３ 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 ５１２－ ４１：１１．３� １１５．３
８１５� ゲイリースノーマン 牡８芦 ５６ 和田 竜二中村 浩章氏 岩戸 孝樹 米 Green

Gates Farm ５０４± ０ 〃 ハナ １６．９�
７１２ カシノエスケイプ 牝６栗 ５２ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０８± ０１：１１．４� ３１０．０�
３４ シルクプラチナム 牡６芦 ５３ 太宰 啓介有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム B５２０－１２１：１１．８２� ４１．６�
２３ テーオーギャング 牡５黒鹿５５ 横山 典弘小笹 公也氏 松永 幹夫 新冠 ビッグレッドファーム ５３２＋２４１：１１．９クビ ５１．７�
５９ ラインプレアー 牡４芦 ５５ 四位 洋文大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５３０＋ ２１：１２．４３ ８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，５２０，５００円 複勝： ６４，３７４，７００円 枠連： ３１，７５８，３００円

普通馬連： １４９，２５７，６００円 馬単： １０３，３２３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，２３３，２００円

３連複： １７４，３２７，７００円 ３連単： ３７９，７７２，３００円 計： ９８４，５６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ４７０円 � １，５４０円 � ３００円 枠 連（１－８） ８，５５０円

普通馬連 �� ３３，５１０円 馬 単 �� ５９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，２８０円 �� １，５７０円 �� ５，４３０円

３ 連 複 ��� ７１，４００円 ３ 連 単 ��� ５３２，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３７５２０５ 的中 � ２１９０６（６番人気）
複勝票数 計 ６４３７４７ 的中 � ３６３５２（６番人気）� ９７３４（１２番人気）� ６３０５６（２番人気）
枠連票数 計 ３１７５８３ 的中 （１－８） ２７４３（２３番人気）
普通馬連票数 計１４９２５７６ 的中 �� ３２８８（６３番人気）
馬単票数 計１０３３２３７ 的中 �� １２８４（１０６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４２３３２ 的中 �� １２９６（６６番人気）�� ７１３７（１４番人気）�� １９８６（４８番人気）
３連複票数 計１７４３２７７ 的中 ��� １８０２（１４６番人気）
３連単票数 計３７９７７２３ 的中 ��� ５２６（９１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１１．７―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．２―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．０
３ ４（５，１０）３，１４（１，１５）６（７，８）－１１，１２，２－１３－９ ４ ４（５，１０）３，１４（１，１５）（６，８）７－（２，１１）１２－１３－９

勝馬の
紹 介

アウトクラトール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００８．１．６ 京都３着

２００５．４．１２生 牡４鹿 母 ツ ァ リ ー ヌ 母母 ランフォアロージス １０戦４勝 賞金 ５３，５６７，０００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を表示している。



０４０８３ ２月２１日 晴 良 （２１京都２）第７日 第１１競走
第１０２回農林水産省賞典

��
��２，２００�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２０．２．２３以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２０．２．２２以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ９６６，０００円 ２７６，０００円 １３８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

６９ アサクサキングス 牡５鹿 ５８ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５０８＋１０２：１４．６ ８．９�

７１１ サクラメガワンダー 牡６栗 ５７ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ １．８�
８１２ ヴィクトリー 牡５鹿 ５８ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ４２：１４．８１ ４９．４�
５７ カワカミプリンセス 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４８８± ０２：１４．９� ３．３�
６８ タスカータソルテ 牡５黒鹿５８ M．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４２：１５．５３� １４．２�

（伊）

１１ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７ 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 ５４０－ ６２：１５．６� １６．９	

３３ � ダンスアジョイ 牡８黒鹿５７ 秋山真一郎加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５２６＋１４２：１５．７クビ ４４．８

４４ シルクフェイマス 牡１０鹿 ５７ 幸 英明有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８０－ ８ 〃 ハナ １０３．１�
２２ メイショウクオリア 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７２－ ４２：１５．８	 ４２．７�
４５ チョウサンデイ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４９０＋ ６２：１６．３３ １５．９
７１０ カネトシツヨシオー 牡６鹿 ５７ 和田 竜二兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ５００± ０２：１６．５１
 １００．６�
８１３ トウカイルナ 牝７青鹿５５ 武 幸四郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４３６＋ ６２：１７．２４ １８１．４�

（１２頭）
５６ アドマイヤオーラ 牡５鹿 ５８ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４６－１４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ９０，７０４，７００円 複勝： １１５，５３８，３００円 枠連： ７９，１２１，１００円

普通馬連： ３６９，０４７，９００円 馬単： ２１９，７５３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９０，９２１，７００円

３連複： ３２４，０５２，９００円 ３連単： ７４６，２３０，６００円 計： ２，０３５，３７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ７３０円 枠 連（６－７） ７２０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３，２７０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ９，５７０円 ３ 連 単 ��� ５５，５２０円

票 数

単勝票数 差引計 ９０７０４７（返還計１５９４１１） 的中 � ８１２１０（３番人気）
複勝票数 差引計１１５５３８３（返還計１９１０３６） 的中 � ９６５８９（３番人気）� ４６６０２９（１番人気）� ２４２６１（９番人気）
枠連票数 差引計 ７９１２１１（返還計 ６２９１３） 的中 （６－７） ８１４７７（３番人気）
普通馬連票数 差引計３６９０４７９（返還計１５６８５６０） 的中 �� ３２３５８４（２番人気）
馬単票数 差引計２１９７５３４（返還計９４１４３１） 的中 �� ６８２７０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ９０９２１７（返還計３６０６１４） 的中 �� ６４９６６（２番人気）�� ６３４３（３３番人気）�� １５７５３（１５番人気）
３連複票数 差引計３２４０５２９（返還計２３９６７１３） 的中 ��� ２５００２（２８番人気）
３連単票数 差引計７４６２３０６（返還計６１５２４６４） 的中 ��� ９９２０（１５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．４―１２．１―１２．５―１２．９―１２．８―１２．２―１１．９―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．７―３６．１―４８．２―１：００．７―１：１３．６―１：２６．４―１：３８．６―１：５０．５―２：０１．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アサクサキングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．１５ 東京１着

２００４．３．２３生 牡５鹿 母 クルーピアスター 母母 クルーピアレディー １７戦５勝 賞金 ４３６，８３１，０００円
〔競走除外〕 アドマイヤオーラ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



０４０８４ ２月２１日 晴 重 （２１京都２）第７日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

４８ マルヨカレッジ 牝５栗 ５５ 福永 祐一野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４６８＋ ４１：２３．６ ７．６�

１２ ローズカットダイヤ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ １．８�
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 ４７６＋ ６１：２３．９１� ４．２�
５１０ 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 ５１０－ ４１：２４．１１ １４．０�

７１３ キ ア ー ロ 牝４栗 ５５
５３ △田中 克典 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５０＋ ４１：２４．２� ５７．５�

２４ ニットウサラン 牝６鹿 ５５ 幸 英明�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４７２＋ ２１：２４．４１� ２２１．０	
５９ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４７８－ ６１：２４．５クビ ２７．２

１１ 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 ４４２＋ ６１：２４．６� ６８．９�
２３ パープルストック 牝５栗 ５５ 四位 洋文臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 アタマ ２７．４�
３６ リマレックス 牝４栗 ５５

５２ ▲大下 智�ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４４８－ ２１：２４．７� ５０．９
６１２ モンプティクール 牝６芦 ５５ 小林 徹弥 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４１：２４．８クビ ３７．２�
８１５ フェイドレスシーン 牝４栗 ５５ 川田 将雅 �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 ４２２－ ６１：２５．０１� ６６．９�
４７ クレヨンルージュ 牝６黒鹿５５ 横山 典弘齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８８－１０ 〃 クビ １５．４�
８１６ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 池添 謙一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３２＋ ４１：２５．１� １６１．０�
６１１ オーミチェリッシュ 牝５鹿 ５５ 小牧 太岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 野表 春雄 ４２２－ ６１：２５．４２ １２７．９�

（１５頭）
７１４ ファルネーゼ 牝４栗 ５５ M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）
（伊）

売 得 金

単勝： ３８，４６４，０００円 複勝： ６７，８９２，６００円 枠連： ４０，７１６，０００円

普通馬連： １５１，３３２，８００円 馬単： １０３，１７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，２２４，３００円

３連複： １７３，５０２，８００円 ３連単： ３９１，８４０，８００円 計： １，０１１，１４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－４） ５１０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４５０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３８４６４０ 的中 � ４０００７（３番人気）
複勝票数 計 ６７８９２６ 的中 � ６１０４３（３番人気）� ３２６３６２（１番人気）� １０８５６９（２番人気）
枠連票数 計 ４０７１６０ 的中 （１－４） ５９１４７（２番人気）
普通馬連票数 計１５１３３２８ 的中 �� １５８３５８（２番人気）
馬単票数 計１０３１７６０ 的中 �� ４１１５５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４２２４３ 的中 �� ３２０９８（２番人気）�� １９９７３（４番人気）�� ８７１１１（１番人気）
３連複票数 計１７３５０２８ 的中 ��� １８３１７７（１番人気）
３連単票数 計３９１８４０８ 的中 ��� ５４８９４（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３５．７―４７．６―５９．５―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ ２（８，１５）（１，１６）（９，１３）（５，１２，３）６（４，１１）１０，７ ４ ・（２，８）１５（１，１６，１３）（５，９，１２，３）６，４（１１，１０）－７

勝馬の
紹 介

マルヨカレッジ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．２３ 阪神４着

２００４．２．１２生 牝５栗 母 カレッジホース 母母 モザーティアナ １２戦４勝 賞金 ４０，６００，０００円
〔出走取消〕 ファルネーゼ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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。



（２１京都２）第７日 ２月２１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２９６，４５０，０００円
２，１３０，０００円
１４，６９０，０００円
２，３１０，０００円
３１，２１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，２１８，０００円
４，５４６，０００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
３３９，５９７，０００円
５２４，７９８，４００円
２９６，２９４，８００円
１，１６９，８６５，６００円
８０６，９９２，５００円
３５３，４０２，６００円
１，２８８，１４４，７００円
２，５９４，２５４，５００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 ７，３７３，３５０，１００円

総入場人員 ２４，６２６名 （有料入場人員 ２３，５１６名）




