
０１０２５ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５１０ クリスマドンナ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ５００＋ ８１：５５．６ ３６．２�

１１ ランブリングローズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ８１：５５．７� ３．６�
８１６ シルククラリティ 牝３黒鹿５４ 小牧 太有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４８０－ ６１：５５．９１� ８．６�
４８ テーオールネサンス 牝３鹿 ５４ 武 豊小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ６１：５６．０� ２．５�
４７ マイネヴィント 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ２１：５６．４２� ３６．３�
６１１ アドマイヤオンリー 牝３芦 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－１６ 〃 ハナ ９．２	
５９ サザンクロスレディ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：５６．９３ ６．０

１２ タガノシビル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－１０１：５７．０� ４７．６�
７１４ クリノセレブニ 牝３青 ５４

５２ △松山 弘平栗本 博晴氏 松永 幹夫 新ひだか 高橋 修 ３９２＋ ２１：５７．２１ ４３２．３�
３６ エーシンサスケハナ 牝３芦 ５４ 浜中 俊�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ４１．３
８１５ プランテーション 牝３芦 ５４ 北村 友一後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４２＋ ２１：５７．４１ ８４．７�
２４ ナリタレジーナ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ５３２± ０１：５７．９３ １３７．４�
３５ モンテローザ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行前迫 義幸氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ３５６．５�
６１２ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ２１：５８．１１� ２０．６�
２３ グランフィールド 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 恭介林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２６± ０１：５８．５２� ３１８．１�
７１３ ムーンライトペスカ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３２＋ ４２：００．０９ ２７２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８５７，２００円 複勝： ３７，７７７，２００円 枠連： １６，１８５，０００円

普通馬連： ５７，１５３，２００円 馬単： ４３，１１８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０８９，４００円

３連複： ８６，９６６，６００円 ３連単： １２９，１３６，０００円 計： ４１５，２８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６２０円 複 勝 � ８２０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（１－５） ７３０円

普通馬連 �� ６，３６０円 馬 単 �� １５，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７３０円 �� ３，７５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １２，６１０円 ３ 連 単 ��� １４２，８９０円

票 数

単勝票数 計 １９８５７２ 的中 � ４３２７（７番人気）
複勝票数 計 ３７７７７２ 的中 � ８３２５（８番人気）� １０７４６４（１番人気）� ３５５４２（４番人気）
枠連票数 計 １６１８５０ 的中 （１－５） １６３９７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７１５３２ 的中 �� ６６３２（２０番人気）
馬単票数 計 ４３１１８０ 的中 �� ２０３１（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０８９４ 的中 �� ３４８０（１６番人気）�� １５６３（３２番人気）�� １２８９１（４番人気）
３連複票数 計 ８６９６６６ 的中 ��� ５０９３（３８番人気）
３連単票数 計１２９１３６０ 的中 ��� ６６７（３３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．６―４９．９―１：０３．５―１：１７．１―１：３０．１―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３８．５
１
３

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

２
４

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

クリスマドンナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 King of Kings デビュー ２００９．７．２５ 新潟２着

２００７．４．５生 牝３黒鹿 母 オールモストフォーエヴァー 母母 Truly Bound ６戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円



０１０２６ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２３ ト シ ザ マ キ 牝３栗 ５４ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５０± ０１：１４．３ ２．７�

２４ ウインジェラルド 牡３栗 ５６ 古川 吉洋�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４５２＋ ４１：１４．６１� ４．７�
１１ クリノキンバリー 牝３鹿 ５４ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 鹿児島 徳重 正幸 ４２６± ０１：１４．９１� ６．４�
７１３ ワンダーバライル 牡３芦 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４８４－ ８１：１５．１１� １７４．５�
６１１ オーミスプラウト 牡３栗 ５６ 太宰 啓介岩� 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９２＋１６１：１５．３１� １５５．７�
８１６ トーブプリンス 牡３栗 ５６ 中村 将之武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４５８＋ ４１：１５．５１� ５９．５�
６１２ スズカデジタル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 北島牧場 ５２８＋ ６１：１５．７１� ５．８	
８１５ シルキーフェスタ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ １６．９

３６ ビントサリエ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二谷和 光彦氏 牧浦 充徳 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４３６＋ ４ 〃 ハナ １１．０�
４８ ニシノサンダー �３鹿 ５６ 赤木高太郎西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４３２＋ ６１：１５．８� ２３７．９�
４７ テイエムヨカゲナ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４５８＋ ４１：１６．１２ １４８．６
３５ マキハタビリケン 牡３栗 ５６ 川島 信二�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５２６＋ ８１：１６．３１	 ２４．７�
１２ ウィングヴェール 牝３栗 ５４ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 日高 鹿戸 正幸 ４００－ ４ 〃 クビ ２６．７�
５９ テイエムジパング 牡３芦 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４７０＋ ４１：１６．５１� ４１．５�
５１０ シゲルオカメノカタ 牝３栗 ５４ 上村 洋行森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 安原 実 ４４６＋ ８１：１６．６クビ ３９６．８�
７１４ バ リ チ ェ ロ 牡３鹿 ５６ 武 豊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４７２＋ ２ 〃 クビ ２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６８１，２００円 複勝： ３１，０５８，４００円 枠連： １９，６５８，１００円

普通馬連： ５７，９１５，６００円 馬単： ４２，０７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２５３，１００円

３連複： ８２，９５２，２００円 ３連単： １１６，８２８，４００円 計： ３９３，４２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（２－２） ７００円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 ��� ５，１９０円

票 数

単勝票数 計 １８６８１２ 的中 � ５５３８５（１番人気）
複勝票数 計 ３１０５８４ 的中 � ９１７１０（１番人気）� ３９２７７（３番人気）� ４８７０２（２番人気）
枠連票数 計 １９６５８１ 的中 （２－２） ２０７９４（４番人気）
普通馬連票数 計 ５７９１５６ 的中 �� ６３８０７（１番人気）
馬単票数 計 ４２０７９２ 的中 �� ２５２２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２５３１ 的中 �� ２２２９８（１番人気）�� ２１１６３（２番人気）�� ７７４５（６番人気）
３連複票数 計 ８２９５２２ 的中 ��� ３９８６７（１番人気）
３連単票数 計１１６８２８４ 的中 ��� １６６１８（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１２．６―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．３―３６．６―４９．２―１：０１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．７
３ ・（１，７）（３，１１）２（４，１０）（６，５，１４）（１２，１６）（９，１５）８，１３ ４ １（７，３，１１）（２，４）（６，１０，１４）（５，１２，１６）（９，１３，１５）８

勝馬の
紹 介

ト シ ザ マ キ �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．７．５ 阪神２着

２００７．４．７生 牝３栗 母 ソルトレイクブルー 母母 ラツクオメガー ６戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 エイシンフルハート号・オーナーズアイ号・ダンツフローラ号・トウショウヒーロー号・ナムラアメイズ号・

ビーンケード号・ホワイトミーナ号・ミヤジアンジェラ号・メイクソリッド号・メイショウオスパー号



０１０２７ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１３ メメビーナス 牝３青鹿５４ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０－ ２１：５４．２ ５．９�

５１０ スーサンストリーム 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３８＋ ２１：５４．３� ２６．０�
６１２ アドマイヤマリン 牝３芦 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０４± ０１：５４．６１� ４．１�
２３ フライングブイ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６－ ４１：５４．８１� ８５．５�

１１ ナリタシルクロード 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ ２．６�
８１６ マイネルラディウス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 村中牧場 ４９０＋ ４１：５４．９クビ １０．８�
３５ メイショウシャイン 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４６８＋ ４１：５５．３２� ４３．９	
７１４ ピサノアウローラ 牝３鹿 ５４ 小牧 太市川 義美氏 沖 芳夫 新ひだか フジワラフアーム ４７０－ ２１：５５．４クビ ５９．２

４７ ファンキーラッシュ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ２１：５５．７１� ６０．３�
３６ コスモライレローズ 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 ４４６－ ４１：５６．４４ ２４２．３
５９ クロカミノマイ 牝３黒鹿５４ 石橋 守昴ホースクラブ 田所 秀孝 日高 大平ファーム ４４８－ ４１：５７．４６ ２６６．０�
２４ クリノオペラオー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 小河 豊水 ４５６－１０１：５７．５� １６０．４�
４８ ヤマカツマヤリス 牝３栗 ５４ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４４８＋ ２１：５７．６� ５．２�
６１１ ナムラフォエバー 牡３青鹿５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４９６－ ６１：５７．８１ ２２．８�
１２ コスモアレスト 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平 �ビッグレッドファーム 須貝 彦三 新冠 ビッグレッドファーム ４２２＋ ２１：５８．３３ ４４７．５�
８１５ ドンイースター 牡３栗 ５６ 藤岡 康太山田 貢一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 B５０２＋ ４１：５９．６８ ７７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１４，９００円 複勝： ３７，６７７，７００円 枠連： １８，４４９，９００円

普通馬連： ６３，６６９，２００円 馬単： ４８，７６０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８５２，１００円

３連複： ９２，１８１，９００円 ３連単： １３５，７６２，０００円 計： ４４７，０６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � ４８０円 � １７０円 枠 連（５－７） ６，６９０円

普通馬連 �� ７，６２０円 馬 単 �� １２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� ５１０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ７，８７０円 ３ 連 単 ��� ６４，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２２７１４９ 的中 � ３０６１３（４番人気）
複勝票数 計 ３７６７７７ 的中 � ４９６４０（３番人気）� １６１４５（６番人気）� ７０７３４（２番人気）
枠連票数 計 １８４４９９ 的中 （５－７） ２０３７（１９番人気）
普通馬連票数 計 ６３６６９２ 的中 �� ６１６９（１８番人気）
馬単票数 計 ４８７６０２ 的中 �� ２７８０（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８５２１ 的中 �� ３３４０（１９番人気）�� １４７１１（６番人気）�� ５３５３（１３番人気）
３連複票数 計 ９２１８１９ 的中 ��� ８６５０（２２番人気）
３連単票数 計１３５７６２０ 的中 ��� １５４２（１７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．１―４９．０―１：０２．２―１：１５．６―１：２８．５―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．６
１
３
１１，１５，８，７－１０－（５，６，１６）１（１２，１４）（２，３，１３）４，９
１１（１５，８，１０，１６，１）７（５，１２）（１３，１４）（６，３）（４，９）２

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

勝馬の
紹 介

メメビーナス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．７ 京都１２着

２００７．４．１３生 牝３青鹿 母 ウェディングダイヤ 母母 トウホーダイヤ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドンイースター号は，平成２２年２月１０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サンマルボス号



０１０２８ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

３５ ペプチドソロモン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ５２２ ―１：１３．７ １．５�

２４ ウォーターリズム 牝３鹿 ５４ 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４６０ ―１：１４．０１� ２２．１�
４８ メイショウヴァルナ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５０ ―１：１４．３２ ３８．１�
１２ スーサンハリケーン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２ ―１：１４．５１� １８．２�
５１０ トウカイナックル 牡３栗 ５６ 川田 将雅内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４５８ ―１：１４．７１� ５．６�
４７ ツリーズオブホープ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４３８ ―１：１５．０２ １３．９�
７１４ アイノグロー 牡３黒鹿５６ 中村 将之田中 充氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９６ ―１：１５．３２ ２０７．１	
８１５ イッスンボウシ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦田所 英子氏 梅内 忍 新冠 高橋 忍 ４６０ ―１：１５．７２� ８０．９

６１２ マジカルパラソル 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０２ ―１：１５．９１ ６２．２�
６１１ パワープレイズ 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉�まの 野元 昭 日高 高山 博 ４４６ ―１：１６．０� ６９．７
５９ ヒシアピール 牡３黒鹿５６ 四位 洋文阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 カミイスタット ５１８ ―１：１６．１� １１１．６�
２３ 	 サダルメリク 牡３鹿 ５６ 角田 晃一前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４７６ ―１：１６．４１� １１．５�
８１６ ウインドプレンティ 牡３栗 ５６ 上村 洋行福原 正博氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４５０ ―１：１６．５� ３２１．６�
３６ チョウバクシン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 武田牧場 ４６２ ―１：１７．０３ ３４．４�
７１３ ライブリクラフト 牡３鹿 ５６ 浜中 俊加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４２２ ―１：１７．８５ ７７．５�
１１ ワールドウイング 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 中田 浩美 ４９４ ―１：２２．４大差 ６３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５４５，８００円 複勝： ４１，６４１，９００円 枠連： １９，２００，８００円

普通馬連： ５５，２９８，１００円 馬単： ５４，９８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３１８，４００円

３連複： ７８，４２５，４００円 ３連単： １３６，５２８，０００円 計： ４３４，９４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４８０円 � ７５０円 枠 連（２－３） ５３０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，１７０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� １３，０９０円 ３ 連 単 ��� ３７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２３５４５８ 的中 � １２７０４５（１番人気）
複勝票数 計 ４１６４１９ 的中 � ２１９６３４（１番人気）� １２５４３（６番人気）� ７５０４（８番人気）
枠連票数 計 １９２００８ 的中 （２－３） ２６８５２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５２９８１ 的中 �� ２１５０５（６番人気）
馬単票数 計 ５４９８５６ 的中 �� １７３０２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３１８４ 的中 �� ８６１０（５番人気）�� ５３５５（１１番人気）�� １４６０（４１番人気）
３連複票数 計 ７８４２５４ 的中 ��� ４４２３（３８番人気）
３連単票数 計１３６５２８０ 的中 ��� ２７１５（１０２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１２．３―１２．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．０―３６．３―４９．１―１：０１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドソロモン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

２００７．３．１８生 牡３鹿 母 ドリームスピカ 母母 マキシムドリーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ヒシアピール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワールドウイング号は，平成２２年２月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グランデメディコ号・テラノステルス号・ファンドリノチカラ号



０１０２９ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１２ ファイブイーグル 牡３鹿 ５６ 川島 信二�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５１０＋１０２：０２．１ １１．７�

５９ アドマイヤタイシ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２＋ ２２：０２．４１� ５．２�

６１２ サ イ カ ニ ア 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７６－ ４２：０２．７２ ４．５�
３５ タガノアブシンベル 牡３栗 ５６ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 日高 春木 昭雄 ４７４＋ ４２：０２．８� ２３．８�
２４ タマモグランプリ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ ８．３�
４７ サンライズマジック 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ５１８－ ４２：０２．９� ２２．５	
５１０ アキノグローブ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 斉藤 安行 ４６６＋ ２２：０３．０� ７６．３

７１３ アイファーライアン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己中島 稔氏 鮫島 一歩 日高 出口牧場 ４６８－ ４２：０３．１クビ ３．２�
３６ ホーリーロックス 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎久保 博文氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４９４± ０２：０３．６３ １２．９�
１１ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ３０．５
８１６ トップオペラ 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５４－ ６２：０３．９２ ２７７．０�
６１１ セイピーシーズ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 ４５６＋ ２２：０４．０� １１．８�
８１５ エ ニ シ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介細川 益男氏 池江 泰郎 日高 待兼牧場 ４８６± ０２：０４．２１� １５５．９�
２３ ライクキャロット 牝３栗 ５４ 高橋 亮山口 春夫氏 高橋 隆 新冠 柏木 一則 ４１６－ ４２：０４．５１� ３７５．４�
７１４ オープンシャッセ 牝３青鹿５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ２２：０５．１３� １７０．３�
４８ ジョニーガンバ 牡３芦 ５６ 北村 友一柳葉 敏郎氏 梅田 智之 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６４＋１２２：０５．８４ １２６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５７９，８００円 複勝： ３７，５４２，０００円 枠連： ２２，４３９，０００円

普通馬連： ６７，１０１，８００円 馬単： ４８，１５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０７６，０００円

３連複： ９４，５７４，６００円 ３連単： １３８，６９９，１００円 計： ４５８，１６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ３９０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（１－５） ２，９４０円

普通馬連 �� ５，３００円 馬 単 �� １０，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ９５０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ５，８５０円 ３ 連 単 ��� ５１，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２１５７９８ 的中 � １４５５２（５番人気）
複勝票数 計 ３７５４２０ 的中 � ２０７８８（７番人気）� ５２８６９（３番人気）� ６３２１８（２番人気）
枠連票数 計 ２２４３９０ 的中 （１－５） ５６４６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６７１０１８ 的中 �� ９３５１（１９番人気）
馬単票数 計 ４８１５３１ 的中 �� ３２６０（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０７６０ 的中 �� ４０２９（２３番人気）�� ７２０７（１２番人気）�� １４７０４（３番人気）
３連複票数 計 ９４５７４６ 的中 ��� １１９４５（１７番人気）
３連単票数 計１３８６９９１ 的中 ��� １９７５（１６９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．８―１２．７―１２．８―１２．５―１２．０―１２．０―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３６．２―４８．９―１：０１．７―１：１４．２―１：２６．２―１：３８．２―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．９
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファイブイーグル �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２００９．６．２８ 阪神１１着

２００７．３．２１生 牡３鹿 母 アイコチャン 母母 マサコチャン ７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アルダバランオー号・オウケンドラゴン号・スナークトマホーク号・ミスズエルドラド号・メイケイオーシャン号・

ヤマニンエルブ号



０１０３０ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

５１０ ゲシュタルト 牡３鹿 ５６ 武 豊畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５２２ ―１：３５．９ １．３�

２３ ナムラボルテージ 牝３鹿 ５４ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６２ ―１：３６．０� ６６．１�
６１１ バトルドンジョン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４６０ ― 〃 ハナ ５６．０�
７１３ ニシノドバルダーン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一西山 茂行氏 池添 兼雄 むかわ 西山牧場 ４６６ ―１：３６．１� ２６．９�
８１５ ベッラフィーリア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：３６．４１� ３３．３�
７１４� ジャカランダテラス 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二吉田 千津氏 笹田 和秀 豪

Fairway Thorough-
breds, Mr Deborah
Camilleri

４３０ ―１：３６．６１	 １１．２�
２４ スズカマックス 牡３青鹿５６ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４４８ ― 〃 アタマ ２００．０	
３６ トーセンナックス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介島川 
哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４ ― 〃 クビ １１．４�
４７ スコッツブラフ 牡３芦 ５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：３６．８１	 ９．１�
８１６ ガ ー デ ン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 ４８２ ―１：３７．１２ ２６．１
３５ ルールステディー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太儀賀 昭三氏 北出 成人 日高 下河辺牧場 ５０４ ― 〃 ハナ １２４．５�
５９ タマモブーン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆田中 健タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 ４８６ ―１：３７．２� １６８．６�
６１２ ア イ キ ャ ン 牝３鹿 ５４ 川島 信二河村 
平氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 ４２４ ―１：３７．４１ １７８．７�
１１ プレストンシャトー 牡３黒鹿５６ 武 英智円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４２４ ―１：３８．５７ ７５．９�
４８ ナスムネタカ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５４ ―１：３８．８１� １６３．３�
１２ � ホウショウコスモス 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平中村 浩章氏 領家 政蔵 米 Green
Gates Farm ４４２ ―１：３９．０１ １０７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，８３６，２００円 複勝： ６８，２６２，３００円 枠連： ２４，４８２，２００円

普通馬連： ５７，３７６，５００円 馬単： ６６，１６２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５９４，１００円

３連複： ８０，１３０，０００円 ３連単： １７３，４０７，８００円 計： ５２６，２５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ８９０円 � ８５０円 枠 連（２－５） １，７７０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ９５０円 �� １４，９９０円

３ 連 複 ��� ２３，４３０円 ３ 連 単 ��� ７１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２９８３６２ 的中 � １８５３５６（１番人気）
複勝票数 計 ６８２６２３ 的中 � ４８８６３９（１番人気）� ６８７２（９番人気）� ７２３１（８番人気）
枠連票数 計 ２４４８２２ 的中 （２－５） １０２２８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７３７６５ 的中 �� １８０３８（８番人気）
馬単票数 計 ６６１６２１ 的中 �� １８７９５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５９４１ 的中 �� ６１７１（１１番人気）�� ７１５０（９番人気）�� ４１６（７１番人気）
３連複票数 計 ８０１３００ 的中 ��� ２５２５（６０番人気）
３連単票数 計１７３４０７８ 的中 ��� １７８４（１６９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．１―１２．１―１２．６―１２．５―１２．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．２―４６．３―５８．９―１：１１．４―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲシュタルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

２００７．２．２５生 牡３鹿 母 エンドレスウェルズ 母母 フサイチカツラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ナスムネタカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アースフォーリア号・インテレス号・エイシンマロニエ号・キクノキセキ号・シェルバレッタ号・シェーカー号・

スカイフォレスト号・ニシノバスター号・フライフューチャー号



０１０３１ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５９ � カミヒコーキ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ４９４－ ４１：１２．９ ９．１�

２３ トウカイポプリ 牝５青鹿５５ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４６４－ ２ 〃 アタマ １２．３�
７１３ ストームツイスター 牝４栗 ５４

５１ ▲国分 恭介太田 美實氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 ４４８－１２１：１３．０� ８．２�
８１５ ピュアチャプレット 牝４芦 ５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７８＋１４１：１３．１� ４．３�
６１１ マヤフィオーレ 牝４栗 ５４ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４３６－ ２１：１３．３１� ２．１�
３６ トーセンウーノ 牝４鹿 ５４ 難波 剛健島川 �哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋１０１：１３．４� ６２．６	
３５ コウユールージュ 牝４黒鹿 ５４

５２ △荻野 琢真加治屋康雄氏 大根田裕之 新ひだか 静内酒井牧場 ４６２＋１２１：１３．５クビ １９６．４

５１０ サマーラグーン 牝４青鹿５４ 三浦 皇成セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４４２－ ２１：１３．６� ２２．２�
２４ マルサンメイン 牝４鹿 ５４ 小林 徹弥松井三千年氏 小原伊佐美 新冠 村上牧場 ４５４± ０１：１３．８１� １３７．４
１２ クリスリリー 牝５栗 ５５ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４８＋２６ 〃 クビ ４０２．４�
４７ アンローランサン 牝４鹿 ５４ 赤木高太郎谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 岡田スタツド ４５０± ０ 〃 ハナ １３１．１�
１１ カツヨグラッチェ 牝４栗 ５４ 藤岡 康太丹羽 茂文氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４４２± ０１：１４．０１� １１３．２�
７１４ アートオブダンサー 牝４鹿 ５４ 田村 太雅岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５６＋１２１：１４．１クビ １５．８�
４８ トーホウヘレン 牝５栗 ５５ 船曳 文士東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ １４３．７�
６１２ オースミカトレア 牝４鹿 ５４ 浜中 俊�オースミ 武 宏平 日高 広富牧場 ４２０－ ７１：１４．３１� ３４１．４�
８１６ ワールドワン 牝４黒鹿 ５４

５２ △松山 弘平本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 大柳ファーム ４２６＋ ２１：１４．６１� １７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９８３，７００円 複勝： ４２，３９７，４００円 枠連： ２６，４６３，０００円

普通馬連： ８１，４４１，３００円 馬単： ６１，６８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５８０，４００円

３連複： １１０，３８８，１００円 ３連単： １８２，９５３，７００円 計： ５６４，８９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ３２０円 � ３１０円 � ２９０円 枠 連（２－５） ２，９００円

普通馬連 �� ４，３００円 馬 単 �� ９，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� １，２４０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� １１，５６０円 ３ 連 単 ��� ８０，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２７９８３７ 的中 � ２４４９９（４番人気）
複勝票数 計 ４２３９７４ 的中 � ３５４２１（５番人気）� ３５９１７（４番人気）� ３９０９４（３番人気）
枠連票数 計 ２６４６３０ 的中 （２－５） ６７４０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８１４４１３ 的中 �� １４０００（１３番人気）
馬単票数 計 ６１６８８２ 的中 �� ４７９２（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５８０４ 的中 �� ６４６５（１２番人気）�� ６２７０（１４番人気）�� ６３０５（１３番人気）
３連複票数 計１１０３８８１ 的中 ��� ７０５０（３２番人気）
３連単票数 計１８２９５３７ 的中 ��� １６７９（２１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１２．６―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．７―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カミヒコーキ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ （１戦０勝 賞金 ０円）

２００５．２．２１生 牝５黒鹿 母 オ リ ガ ミ 母母 ラプソディスター １３戦１勝 賞金 ２２，４００，０００円
地方デビュー ２００７．６．７ 旭川

※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 キャナレット号



０１０３２ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ アコニットライアン 牡５青鹿５７ 川田 将雅渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４８６＋ ４１：５２．７ １２．３�

４８ � サクラキングオー 牡４栗 ５６ 岩田 康誠�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４９６± ０１：５２．８� １．９�
４７ レッドサーパス 牡４鹿 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：５３．５４ ６．９�
７１４� フラッグラッシュ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 村山 明 静内 岡田牧場 ５２０＋２４１：５３．６	 ７０．８�
２３ � アグネスフリーダム 牡５栗 ５７ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０＋１８１：５３．７クビ １０１．１�
６１２� キクノトップラン 牡５芦 ５７

５４ ▲国分 恭介菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８０－ ４１：５４．３３� １１．０�
５１０
 フィールドウイナー 牡６鹿 ５７

５６ ☆田中 健地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ５３４＋２２１：５４．４	 ３０５．６	

６１１ ツルマルネオ �４鹿 ５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９８＋１６１：５４．６１� ５．７

５９ � ネオファロス 牡５栗 ５７

５５ △荻野 琢真小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：５４．８１� ２４５．７�
１１ マーブルアロー 牡４栗 ５６ 浜中 俊下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４８６＋ ２１：５４．９� ９．７�
８１６ マジックアロー 牡４鹿 ５６ 安藤 光彰杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ １２２．２�
７１３ ニホンピロイーグル 牡４栗 ５６ 角田 晃一小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 ４７８－ ６１：５５．０� ４３２．２�
３５ ワキノブライアン 牡４栗 ５６ 北村 友一脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４－ ４１：５５．１クビ ２４６．６�
３６ � シーシャトー 牡５鹿 ５７ 高野 容輔藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４６－ ６１：５５．２� ３５１．８�
２４ タムロチェスト 牡５栗 ５７

５５ △松山 弘平谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 B４７０＋１０ 〃 クビ １４．１�
８１５
 アンティックドール 牝４黒鹿５４ 武 幸四郎吉田 千津氏 鹿戸 雄一 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４１０± ０１：５５．７３ ８０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，８２２，５００円 複勝： ５８，５８９，１００円 枠連： ３５，８６９，５００円

普通馬連： １０８，７６９，９００円 馬単： ８１，７０９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０６６，８００円

３連複： １３６，２７５，７００円 ３連単： ２６７，７７２，０００円 計： ７６３，８７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ２８０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（１－４） ４００円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，０１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３４８２２５ 的中 � ２２３３２（６番人気）
複勝票数 計 ５８５８９１ 的中 � ３３８３９（６番人気）� ２５４２２６（１番人気）� ６６４５６（２番人気）
枠連票数 計 ３５８６９５ 的中 （１－４） ６７１２０（２番人気）
普通馬連票数 計１０８７６９９ 的中 �� ８１５１２（５番人気）
馬単票数 計 ８１７０９４ 的中 �� ２０４５５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００６６８ 的中 �� ２０７２０（５番人気）�� ８５７１（１５番人気）�� ４７３６３（１番人気）
３連複票数 計１３６２７５７ 的中 ��� ４８３０５（７番人気）
３連単票数 計２６７７７２０ 的中 ��� １３０１３（５１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．３―１２．７―１３．０―１３．１―１３．０―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．９―４８．６―１：０１．６―１：１４．７―１：２７．７―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．０
１
３
４－８（１，１６）（２，９）１０（３，６）１１，５，１２（７，１４）（１３，１５）・（４，１）（８，１６）２，１１（３，９，１０，７）（５，６，１２，１４）－１５，１３

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

勝馬の
紹 介

アコニットライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００８．１．２０ 京都１着

２００５．５．２３生 牡５青鹿 母 アコニットローマン 母母 カミモリレデイー １８戦２勝 賞金 １８，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ガッチリガッチリ号・シングルショット号・ツカサゲンキ号・フサイチダイチャン号・メイショウロッコー号



０１０３３ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第９競走 ��
��１，２００�

す い ろ か く

水 路 閣 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６１２ リーチコンセンサス 牝４鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６± ０１：０８．７ ３．４�

６１１ ケンブリッジエル 牡４黒鹿５６ 武 豊中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５０４＋１２ 〃 クビ １１．０�

５１０� ロックオブサリサ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 T. Saito ４３６＋ ４１：０８．８クビ ３１．０�
７１４ ビ ン チ ェ ロ 牡６黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：０９．０１� １３．４�
８１５� フレッドバローズ 	４鹿 ５６ 角田 晃一猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５０６± ０ 〃 クビ ６．３�
４７ � ブライドルアップ 牝４黒鹿５４ 秋山真一郎加藤 守氏 武田 博 米 Dr. Masa-

take Iida ４７６－ ４ 〃 ハナ ３．６�
１１ ス ワ ン 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４４６± ０１：０９．１クビ ４４．４	
７１３
 メイショウカーター 牡７鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １９５．６

２３ メ イ カ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６８＋ ８ 〃 アタマ ２２．４�
５９ アドマイヤプルート 牝６鹿 ５５ 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６８＋ ４１：０９．２クビ １５４．１�
４８ アースコマンダー 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １４９．９
２４ ビーチアイドル 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６１：０９．３クビ ４１．４�
１２ ジニオマッジョーレ 牝４栗 ５４ 渡辺 薫彦畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８４－ ６１：０９．４� ３７．２�
３５ ナムラエクシード 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８６＋２０ 〃 ハナ １６．７�
８１６ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４７８± ０１：０９．７１� １１．３�
３６ シシャモチャン 牝４栗 ５４ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ２２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，３５４，２００円 複勝： ７５，８００，４００円 枠連： ４８，６０３，３００円

普通馬連： ２１０，１５１，４００円 馬単： １０９，４８７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，０２１，６００円

３連複： ２３８，３５３，２００円 ３連単： ４５６，００１，５００円 計： １，２４４，７７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ７２０円 枠 連（６－６） １，４６０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，８７０円 �� ３，２６０円

３ 連 複 ��� １０，３２０円 ３ 連 単 ��� ４１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４２３５４２ 的中 � １０１０４０（１番人気）
複勝票数 計 ７５８００４ 的中 � １８９０５２（１番人気）� ６２３４６（５番人気）� ２０５８２（１０番人気）
枠連票数 計 ４８６０３３ 的中 （６－６） ２４６９４（６番人気）
普通馬連票数 計２１０１５１４ 的中 �� ９９８３２（５番人気）
馬単票数 計１０９４８７１ 的中 �� ３３５７０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４０２１６ 的中 �� ２５７０１（５番人気）�� ８２７２（２０番人気）�� ４６５１（３９番人気）
３連複票数 計２３８３５３２ 的中 ��� １７０４８（３２番人気）
３連単票数 計４５６００１５ 的中 ��� ８０７５（１０４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１１．３―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．１―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーチコンセンサス �
�
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 ２００８．８．１６ 小倉２着

２００６．４．２３生 牝４鹿 母 インディスユニゾン 母母 ラスティックベル １４戦３勝 賞金 ５０，０５７，０００円
〔制裁〕 スワン号の騎手飯田祐史は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ノアウイニング号



０１０３４ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走１５時１０分 （芝・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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

４５ ホワイトピルグリム 牡５芦 ５７ 安藤 勝己�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５４－ ４１：５９．９ ３．３�

７１０ オートドラゴン 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１０－ ２２：００．１１� ４．９�
３３ エアシャトゥーシュ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ３．３�
８１３ エ テ ル ノ �７芦 ５７ 四位 洋文前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B５０４＋ ２２：００．２� １６．４�
４４ タイセイファイター 牡６鹿 ５７ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５３６＋ ６２：００．４１	 １０．９�
５６ ウィルビーキング �６栗 ５７ 赤木高太郎前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ６ 〃 ハナ ２２．１	
８１２ ワンダームシャ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４７４＋ ６２：００．６１	 ２６．５

５７ アグネススターチ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４２：００．７クビ ２０．６�
６８ アメジストリング 牝６黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２ 〃 アタマ １３．８�
７１１ シゲルタック 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４８４＋ ８ 〃 アタマ ３９．２
６９ バアゼルリバー 牡４鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０２：００．８クビ １９．８�
１１ ニホンピロコナユキ 牝６栗 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４７０＋ ２２：０１．４３� １４３．２�
２２ 
 アキノレッドスター 牡７栗 ５７ 三浦 皇成穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc

Farm Inc ５０２＋ ２２：０２．４６ １１４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４６，２６０，６００円 複勝： ７３，５２３，９００円 枠連： ４６，１３６，５００円

普通馬連： ２０５，８８４，７００円 馬単： １２４，７２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，７９５，２００円

３連複： ２４３，４８３，９００円 ３連単： ４６０，３６９，０００円 計： １，２６２，１７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（４－７） ６９０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ５，４６０円

票 数

単勝票数 計 ４６２６０６ 的中 � １１３４１３（１番人気）
複勝票数 計 ７３５２３９ 的中 � １４８２３２（２番人気）� １０７１６６（３番人気）� １７６８４８（１番人気）
枠連票数 計 ４６１３６５ 的中 （４－７） ４９４７１（２番人気）
普通馬連票数 計２０５８８４７ 的中 �� １４０１５６（３番人気）
馬単票数 計１２４７２２２ 的中 �� ４９６１６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１７９５２ 的中 �� ３４０１８（３番人気）�� ６６４３２（１番人気）�� ５０７７８（２番人気）
３連複票数 計２４３４８３９ 的中 ��� １９３２０２（１番人気）
３連単票数 計４６０３６９０ 的中 ��� ６２２８１（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１２．５―１２．４―１２．２―１２．９―１２．２―１１．７―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２２．７―３５．２―４７．６―５９．８―１：１２．７―１：２４．９―１：３６．６―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホワイトピルグリム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．１２．２２ 阪神７着

２００５．５．４生 牡５芦 母 オーバルカット 母母 セシルカット １６戦５勝 賞金 １０８，３３７，０００円



０１０３５ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第４４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 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００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

２４ ガ ル ボ 牡３青 ５６ 池添 謙一石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４４２－１２１：３４．３ ７．２�

４７ シ ャ イ ン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５８＋ ４１：３４．８３ ２０．３�
１１ セレスロンディー 牡３青 ５６ 浜中 俊岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４５０－ ６１：３５．０１� ２５．７�
２３ クレバーサンデー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ８３．１�
７１３ カネトシディオス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３２＋ ２１：３５．１	 １６．４�
５１０ エ ス カ ー ダ 牡３青鹿５６ 秋山真一郎山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ８９．８�
８１５ エーシンホワイティ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己	栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ４１：３５．２クビ ９．４

６１１ シゲルモトナリ 牡３黒鹿５６ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ４９６＋ ８１：３５．３
 １１７．４�
４８ レ ト 牡３鹿 ５６ 木幡 初広伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４４４－ ２ 〃 アタマ １８．０�
５９ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６０± ０１：３５．４	 ５．５
１２ ピサノユリシーズ 牡３栗 ５６ 四位 洋文市川 義美氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B４６４－ ６１：３５．５
 ３．３�
７１４ タガノパルムドール 牝３栗 ５４ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６－ ６ 〃 アタマ １６．８�
３６ メイショウカンパク 牡３黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ４ 〃 アタマ ６．３�
３５ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５６ 小牧 太藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４７４± ０１：３５．８２ ３６．４�
６１２ マイネアロマ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 	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 ４４６± ０１：３６．０１� ２６．０�
８１６ ケイエスケイト 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三キヨシサービス	 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４６０－ ２１：３６．１	 １１３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７３，１５８，６００円 複勝： ２３５，４１８，３００円 枠連： ２３２，０７１，７００円

普通馬連： １，１０６，４０７，２００円 馬単： ５９０，８５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６８，６７５，６００円

３連複： １，３８３，０２５，４００円 ３連単： ２，６０４，３９９，９００円 計： ６，５９４，００９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２９０円 � ６６０円 � ５８０円 枠 連（２－４） ２，６４０円

普通馬連 �� ６，８２０円 馬 単 �� １１，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� ２，４６０円 �� ５，１３０円

３ 連 複 ��� ４０，４８０円 ３ 連 単 ��� ２３０，１４０円

票 数

単勝票数 計１７３１５８６ 的中 � １９１５７３（４番人気）
複勝票数 計２３５４１８３ 的中 � ２３７４４８（４番人気）� ８８１９２（１１番人気）� １０１６５６（９番人気）
枠連票数 計２３２０７１７ 的中 （２－４） ６４９４７（１５番人気）
普通馬連票数 計１１０６４０７２ 的中 �� １１９７４４（２８番人気）
馬単票数 計５９０８５２３ 的中 �� ３９０６３（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２６８６７５６ 的中 �� ３０３４６（３１番人気）�� ２７０５７（３４番人気）�� １２７４２（５９番人気）
３連複票数 計１３８３０２５４ 的中 ��� ２５２１９（１３０番人気）
３連単票数 計２６０４３９９９ 的中 ��� ８３５２（７３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．３―５９．４―１：１１．５―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ・（７，１０）（４，１６）（３，１５）（１，６，８）（２，１４）（５，９）（１１，１３）１２ ４ ・（７，１０）（４，１６）－３（１５，６）（１，８）（２，１４）５（９，１３）（１１，１２）

勝馬の
紹 介

ガ ル ボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．７．２６ 札幌９着

２００７．５．５生 牡３青 母 ヤマトダマシイ 母母 ハ ハ ゴ ゼ ン ６戦２勝 賞金 ５６，０８８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シルクフィーリング号・タムロスカイ号・マックスバローズ号・メイショウウズシオ号



０１０３６ １月１０日 晴 良 （２２京都１）第３日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１６ ナムラタイタン 牡４栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１４＋ ８１：２３．９ ２．４�

３５ タニノロッキー 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４７２± ０１：２４．２２ ３３．２�
４８ ダノンジュピター 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９６＋ ２１：２４．３クビ １５．８�
６１１ カラメルマキアート 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０－１２１：２４．５１� ４．６�
７１４ メイショウボンハオ 牡５鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ５．６�
８１５ スズカアトラス 牡７鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ４８８－ ８１：２４．８２ ２１８．９	
７１３ テイエムフルパワー 牡６栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４２＋ ４ 〃 ハナ １７２．６

４７ ドクターラオウ 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２４＋ ４１：２５．０１� ５．５�
２４ セイウンマル 牡７黒鹿５７ 和田 竜二西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ２１：２５．２� ２０５．１�
６１２ クリノゴールド 牡７栗 ５７ 生野 賢一栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ ３２７．６
５９ アグネスラナップ 牡５青 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５０４＋ ４１：２５．３クビ ４５．３�
１２ メイショウローツェ 牡４栗 ５６

５５ ☆田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４５４－ ４１：２５．４� １０６．６�
５１０� オフリミッツ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �キャロットファーム 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：２５．５� ４１．９�
３６ サマーファインデイ 牝５栗 ５５

５３ △松山 弘平セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４９０± ０１：２５．６� １９０．２�
１１ ナムラフランキー 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新冠 石郷岡 松

太郎 ４８０＋１０１：２６．０２� ７５．８�
２３ � ト ム ト ム 牡５栗 ５７ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５１６＋１０１：２６．１クビ １５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７９，９７８，３００円 複勝： １１０，２３５，２００円 枠連： ７１，５６１，６００円

普通馬連： ２７６，０１８，８００円 馬単： １８３，０２３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９９，６０８，１００円

３連複： ３６２，２５８，７００円 ３連単： ７４７，０７５，２００円 計： １，９２９，７５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � ６００円 � ３５０円 枠 連（３－８） ２，５１０円

普通馬連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ７２０円 �� ３，１５０円

３ 連 複 ��� １１，５３０円 ３ 連 単 ��� ４４，４００円

票 数

単勝票数 計 ７９９７８３ 的中 � ２７２４２３（１番人気）
複勝票数 計１１０２３５２ 的中 � ２６３４６１（１番人気）� ３７９３７（７番人気）� ７３１６８（５番人気）
枠連票数 計 ７１５６１６ 的中 （３－８） ２１１１７（９番人気）
普通馬連票数 計２７６０１８８ 的中 �� ６５５４４（１１番人気）
馬単票数 計１８３０２３８ 的中 �� ３３７４６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９６０８１ 的中 �� １８６９０（１４番人気）�� ３５９８９（７番人気）�� ７４８５（２９番人気）
３連複票数 計３６２２５８７ 的中 ��� ２３１８８（３３番人気）
３連単票数 計７４７０７５２ 的中 ��� １２４２０（１２９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．６―１２．１―１２．５―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３４．８―４６．９―５９．４―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラタイタン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．５．１０ 京都１着

２００６．５．２０生 牡４栗 母 ネクストタイム 母母 ジ ャ ビ ラ バ ３戦３勝 賞金 ２２，９００，０００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。
（非当選馬） １頭 リバーアゲイン号
（非抽選馬） １頭 ハードウォン号



（２２京都１）第３日 １月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

２４９，７９０，０００円
４，２６０，０００円
１５，４３０，０００円
１，８６０，０００円
２４，７５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，７１９，０００円
５，１８６，０００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
５４０，７７３，０００円
８４９，９２３，８００円
５８１，１２０，６００円
２，３４７，１８７，７００円
１，４５４，７４１，２００円
７２２，９３０，８００円
２，９８９，０１５，７００円
５，５４８，９３２，６００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 １５，０３４，６２５，４００円

総入場人員 ３０，８８２名 （有料入場人員 ２９，０７６名）




