
０１０６１ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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 ツルマルライダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ５３４＋ ６１：１３．９ ３．６�

４７ トウショウヒーロー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２６＋１２１：１４．３２� １５．５�
１１ ビップレジェンド 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４６４＋ ８１：１４．５１� ２２．８�
３５ ヒシビビッド 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７２± ０１：１４．６� ３．０�
５９ オーナーズアイ 牝３黒鹿５４ 北村 友一佐々木実子氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４２４＋ ２１：１５．０２� ２１４．３�
１２ ビーンケード 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４２２－ ２１：１５．１� １２８．４�
８１６ ネイルダウン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ８１：１５．３１� ４．１	
３６ キクノアルバ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４５２－ ２ 〃 アタマ １９１．４

７１４ メイショウオリビア 牝３青鹿５４ 蛯名 正義松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４４６＋ ４１：１５．６１� ９．２�
６１２ グランデメディコ 牡３栗 ５６ 小牧 太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 庄野牧場 ４７４ ― 〃 アタマ ６６．９
７１３ シゲルキチョウ 牝３鹿 ５４

５３ ☆宮崎 北斗森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 長浜 秀昭 ４６２－ ６１：１５．７� ３３２．８�
２４ チャーミーベル 牝３芦 ５４ 赤木高太郎冨沢 敦子氏 保田 一隆 青森 一山育成牧場 ４２０－ ６１：１６．１２� ３７３．５�
６１１ ミヤジアンジェラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ３９０± ０１：１６．２� ２４２．６�
４８ テイエムファイヤー 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４８４＋ ２ 〃 アタマ １０．１�
５１０ ナムラアメイズ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４５２－ ８１：１６．５２ ２６２．１�
８１５ ドリームヒーロー 牡３青鹿５６ 岩田 康誠田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２８＋ ８１：１９．１大差 ３２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６２３，５００円 複勝： ３０，３０９，３００円 枠連： １６，１４２，８００円

普通馬連： ５７，３５４，０００円 馬単： ４３，３３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３４０，２００円

３連複： ８４，９０６，４００円 ３連単： １３３，０１４，９００円 計： ４０８，０２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � ４３０円 � ８１０円 枠 連（２－４） ９７０円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，５８０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� １３，２７０円 ３ 連 単 ��� ５５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １８６２３５ 的中 � ４１７５１（２番人気）
複勝票数 計 ３０３０９３ 的中 � ５４５５８（３番人気）� １６８８５（６番人気）� ８１７０（７番人気）
枠連票数 計 １６１４２８ 的中 （２－４） １２２９３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５７３５４０ 的中 �� ２２７４８（９番人気）
馬単票数 計 ４３３３４８ 的中 �� １０３０２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３４０２ 的中 �� １１９８７（４番人気）�� ３７０８（１８番人気）�� １２２４（３２番人気）
３連複票数 計 ８４９０６４ 的中 ��� ４７２４（４０番人気）
３連単票数 計１３３０１４９ 的中 ��� １７７３（１７０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．０―１２．２―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．０―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツルマルライダー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１２．６ 阪神１１着

２００７．４．１９生 牡３鹿 母 ユーワジュリエット 母母 スルガエクシード ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームヒーロー号は，平成２２年２月１７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。
（非抽選馬） １頭 リリーマルレーン号



０１０６２ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５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

８１６ アキノフライ 牝３鹿 ５４
５１ ▲大下 智穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４３２＋１０１：５７．０ １８１．１�

１１ ナムラウォーリアー 牡３青鹿５６ 小林慎一郎奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ５．３�
３６ トウカイキアーロ 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５１６± ０１：５７．４２� ７６．２�
４８ テイエムバイタル 牡３青鹿５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 B５０２± ０１：５７．５� ４．７�
２４ テンシノデジタル 牡３黒鹿５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４９２＋ ２１：５７．７１ １０．８�
６１２ ホンマキセキ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介本間 義和氏 福永 甲 日高 天羽 禮治 ４７８＋ ６ 〃 クビ ２００．４�
１２ サンマルボス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ １２．５�
２３ タ ク シ ー 牡３鹿 ５６ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 平取 高橋 幸男 ４５０＋１０１：５７．８クビ ５３．７	
５１０ モ ー レ ツ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ ６．９

７１４ ニシノシュナイト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ５０４－１２１：５７．９クビ １５．４�
４７ シゲルウジヤス 牡３鹿 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 酒井 亨 ５２０＋ ４ 〃 クビ ３１８．３�
５９ グッドカレラ 牡３青 ５６ 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１２± ０１：５８．１１ １１．２
６１１� セイウンホルス 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文西山 茂行氏 河内 洋 米 Dixiana

Stables, Inc. ４６２＋ ４１：５８．３１	 ３．５�
３５ � シマロンボーイ 牡３栗 ５６ 浜中 俊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Iron County

Farms Inc ５２４＋ ２１：５８．４クビ １０７．２�
７１３ シゲルタカカゲ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 坂元 芳春 ４５８± ０ 〃 クビ １０９．３�
８１５ ポートサンダー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 新冠 パカパカ

ファーム ４４４＋ ４１：５８．７２ ３１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７１２，６００円 複勝： ２７，５１９，６００円 枠連： １６，９５９，０００円

普通馬連： ５２，２８３，３００円 馬単： ３５，９９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３８２，７００円

３連複： ８１，３６４，３００円 ３連単： １１１，９７８，０００円 計： ３６５，１９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８，１１０円 複 勝 � ３，６６０円 � ２００円 � ２，０９０円 枠 連（１－８） ４，０５０円

普通馬連 �� ４９，６６０円 馬 単 �� １５０，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，３１０円 �� ３８，１４０円 �� ５，６４０円

３ 連 複 ��� ４３５，１３０円 ３ 連 単 ��� ４，１３１，９９０円

票 数

単勝票数 計 １５７１２６ 的中 � ６８４（１４番人気）
複勝票数 計 ２７５１９６ 的中 � １６５１（１４番人気）� ４８８５６（２番人気）� ２９４０（１２番人気）
枠連票数 計 １６９５９０ 的中 （１－８） ３０９４（１７番人気）
普通馬連票数 計 ５２２８３３ 的中 �� ７７７（６９番人気）
馬単票数 計 ３５９９０７ 的中 �� １７６（１５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３８２７ 的中 �� ５５８（６４番人気）�� １５０（１０２番人気）�� １０２６（４１番人気）
３連複票数 計 ８１３６４３ 的中 ��� １３８（３４１番人気）
３連単票数 計１１１９７８０ 的中 ��� ２０（２３５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３７．２―５０．７―１：０４．２―１：１７．０―１：３０．０―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F４０．０
１
３
４，２（１，１５）－（１６，１１）７，６，１２（３，１０，１４）１３（５，９）－８
４（１５，７）（２，１，９）（１６，８）（６，１１，１２）（３，１４）（１０，５，１３）

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

勝馬の
紹 介

アキノフライ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．８．３０ 小倉５着

２００７．５．２６生 牝３鹿 母 アキノグラン 母母 ルプロムナード ７戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円



０１０６３ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５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

７１３� エーシンテュポーン 牡３鹿 ５６ 武 豊�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm ４８２＋２４１：２６．４ ５．８�

５１０ ビップピュアレディ 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 恭介鈴木 邦英氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ２１：２６．５� ５．１�

５９ ビタースウィート 牝３鹿 ５４ 松田 大作�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４２８＋１４１：２６．６� ２０．９�
１１ � エイシンフルハート 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５１０－ ４１：２６．７� ２．２�
３６ フェアリートゥリー 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 健�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４１４＋ ６１：２７．０２ ２５５．６�
４７ ピサノファンゴッホ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 B５００＋ ４１：２７．１クビ ３５．０	
２３ メルシーサイレンス 牡３栗 ５６ 北村 友一永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７８－１０１：２７．２� ３０．７

２４ マ イ ネ キ ラ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ９．５�
１２ サトノケンオー 牡３栗 ５６ 浜中 俊里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４１：２７．４１ ７．７�
６１２� メイクソリッド 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４２２－ ６１：２７．５� ９８．９
３５ オーサンクロッカス 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�大西牧場 中川 公成 浦河 大西牧場 ４２０－ ４１：２７．７１ １０７．４�
７１４ ノアスカーレット 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 中神牧場 ４５４－ ２１：２７．８� １１９．４�
６１１ マリンバラッド 牡３栗 ５６

５４ △荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４６０＋ ４１：２７．９� ４５．４�
４８ ゴールドレインボー 牡３鹿 ５６ 高橋 亮猪野毛雅人氏 高橋 隆 新ひだか 猪野毛牧場 ５００＋１４１：２８．３２� １２１．７�
８１５ テールコート 牡３黒鹿５６ 船曳 文士太田 美實氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４６６＋ ６１：２８．６１� ２２４．５�
８１６ シーラプソディー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４４０－ ２１：２９．２３� ７２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６７２，４００円 複勝： ３４，３２６，０００円 枠連： ２０，６９０，８００円

普通馬連： ６１，２３７，９００円 馬単： ４４，７６９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１６３，８００円

３連複： ８８，００６，９００円 ３連単： １２９，９７７，６００円 計： ４２７，８４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ３７０円 枠 連（５－７） ９５０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，３６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� １９，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２３６７２４ 的中 � ３２５８０（３番人気）
複勝票数 計 ３４３２６０ 的中 � ４３４８６（３番人気）� ６７２１６（２番人気）� １９８２９（６番人気）
枠連票数 計 ２０６９０８ 的中 （５－７） １６１６２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１２３７９ 的中 �� ３５１１０（５番人気）
馬単票数 計 ４４７６９１ 的中 �� １２５９８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１６３８ 的中 �� １２７０６（５番人気）�� ４３１４（１４番人気）�� ９９１８（７番人気）
３連複票数 計 ８８００６９ 的中 ��� １６８３０（１０番人気）
３連単票数 計１２９９７７６ 的中 ��� ４９７３（４９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１２．０―１２．８―１３．１―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．９―４７．７―１：００．８―１：１３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンテュポーン �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Mi Cielo デビュー ２００９．６．２１ 阪神５着

２００７．２．６生 牡３鹿 母 Vermont Girl 母母 Raging Apalachee ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



０１０６４ １月１７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２京都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４５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３：１５．５稍重・重

３３ テイエムハリアー 牡４芦 ５９ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５４＋ ６３：１２．２レコード ２０．４�

８１４ シースピアー 牡４栗 ５９ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７４＋ ６３：１３．０５ ７．０�
７１１ テイエムチーター 牡５青鹿６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４６６＋ ２３：１５．０大差 ２．１�
６９ サイキョウワールド 牡８栗 ６０ 植野 貴也奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４７６＋１２ 〃 クビ ６．０�
２２ テイエムダイアナ 牝４鹿 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５８＋ ２３：１５．７４ ２８．２�
８１３ マーベラスパレード 牡７栗 ６０ 岩崎 祐己笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４７６＋１２３：１６．１２� １１５．２�
６１０ チャールストン 牝５黒鹿５８ 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４９０± ０３：１６．３１ ２３．６�
５８ ワンダールストラー 牡６鹿 ６０ 林 満明山本 信行氏 藤岡 範士 三石 フクダファーム ４６４＋ ４３：１６．９３� １２．５	
１１ アドマイヤサンサン �８鹿 ６０ 高田 潤近藤 利一氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４９４＋１６３：１９．１大差 ５４．７

３４ フォーリクラッセ 牡７鹿 ６０ 西谷 誠 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２３：１９．５２� ４．８�
４５ キクカジュピター 牡４栗 ５９ 今村 康成飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５６± ０３：２１．１１０ １０２．３
５７ エーシンエスヴィー 牡６芦 ６０ 北沢 伸也�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ５２８＋１２３：２２．０５ ９２．３�
７１２ シェヴァルフォルテ 牡４鹿 ５９ 菊地 昇吾浅野多喜男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４７０＋ ８３：２２．２� ２０４．８�
４６ � エーシンビッグシー 牡４芦 ５９ 仲田 雅興�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４９４＋ ４３：２３．６９ ２０８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，９６４，４００円 複勝： ２２，４１８，７００円 枠連： １６，４７４，４００円

普通馬連： ４４，８７９，６００円 馬単： ３７，５６７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８８６，０００円

３連複： ７０，１８２，５００円 ３連単： １１１，３１８，９００円 計： ３３８，６９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ４６０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（３－８） １，３４０円

普通馬連 �� ６，９４０円 馬 単 �� １６，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ７７０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 ��� ４０，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６９６４４ 的中 � ６５５６（６番人気）
複勝票数 計 ２２４１８７ 的中 � ７７０５（８番人気）� ２５２６８（３番人気）� ８６１３３（１番人気）
枠連票数 計 １６４７４４ 的中 （３－８） ９１３６（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４８７９６ 的中 �� ４７７８（２３番人気）
馬単票数 計 ３７５６７８ 的中 �� １６７８（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８８６０ 的中 �� ２２２７（２３番人気）�� ５７３８（８番人気）�� １９６９８（１番人気）
３連複票数 計 ７０１８２５ 的中 ��� １５４２２（１４番人気）
３連単票数 計１１１３１８９ 的中 ��� ２０４３（１２２番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５１．６－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムハリアー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ステートリードン デビュー ２００９．１．４ 京都６着

２００６．４．３０生 牡４芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 サイキョウワールド号の騎手植野貴也は，１周目２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アンクルトップ号・シゲルキボウ号



０１０６５ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ インペリアルマーチ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５４８ ―１：４９．１ １．８�

８１６ スプリングアルタ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅加藤 春夫氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 ４６０ ―１：４９．５２� ２０．５�
６１１ フライフューチャー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊前田 晋二氏 坪 憲章 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１６ ―１：４９．６� ３６．２�
５９ スカイフォレスト 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム ４７６ ―１：４９．７� ５．１�
７１３ コードゼット 牡３栗 ５６ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６ ―１：５０．１２� ６．５�
５１０ エイシンラッシャー 牡３鹿 ５６ 幸 英明平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５６ ―１：５０．２� ４９．８�
７１４ イ ー グ ル 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４７０ ― 〃 アタマ １６．０	
４７ マチカネヒャクセン 牡３芦 ５６ 秋山真一郎細川 益男氏 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム B５０２ ― 〃 ハナ ３８．７

８１５ マサノブルース 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４５２ ―１：５０．４１� ４１．３�
３５ タマモフルポケット 牡３鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４５４ ―１：５０．５クビ ２６．４
４８ キクノベリータ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５６ ―１：５１．２４ １３１．３�
６１２ シルクソルジャー 牡３鹿 ５６ 川島 信二有限会社シルク宮本 博 新冠 ムラカミファーム ４８８ ―１：５１．８３� ９７．６�
２３ キクノキセキ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ４８４ ―１：５２．６５ １１６．５�
１２ パープルカーリアン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中野 銀十氏 境 直行 むかわ 清野 薫 ４３８ ―１：５２．７� １４５．６�
２４ ニシノバスター 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４８６ ―１：５３．０１� １９６．８�
３６ 	 エイシンマロニエ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太平井 豊光氏 中尾 秀正 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５０４ ―１：５５．８大差 ２１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８６５，３００円 複勝： ３２，７４７，４００円 枠連： ２１，４５６，１００円

普通馬連： ５９，７８６，１００円 馬単： ５５，６０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８７２，４００円

３連複： ８２，２００，０００円 ３連単： １４３，５８５，６００円 計： ４５１，１２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � ７１０円 枠 連（１－８） ７２０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� １，３５０円 �� ５，２００円

３ 連 複 ��� １３，３８０円 ３ 連 単 ��� ４０，３９０円

票 数

単勝票数 計 ３０８６５３ 的中 � １４２５８０（１番人気）
複勝票数 計 ３２７４７４ 的中 � １１８４１１（１番人気）� １８７０６（４番人気）� ７９３６（１０番人気）
枠連票数 計 ２１４５６１ 的中 （１－８） ２２０９４（３番人気）
普通馬連票数 計 ５９７８６１ 的中 �� ３３０６９（３番人気）
馬単票数 計 ５５６０７２ 的中 �� ２３８０４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８７２４ 的中 �� １０４９０（５番人気）�� ４５０２（１４番人気）�� １１１７（５１番人気）
３連複票数 計 ８２２０００ 的中 ��� ４５３６（４０番人気）
３連単票数 計１４３５８５６ 的中 ��� ２６２４（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．５―３６．０―４８．０―１：００．５―１：１２．８―１：２５．１―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インペリアルマーチ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２００７．５．８生 牡３黒鹿 母 キョウエイマーチ 母母 インターシャルマン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３６分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンマロニエ号は，平成２２年２月１７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 エクスペディション号・シーセラピス号・ローレルイグザルト号



０１０６６ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５分 （芝・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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

３３ ザ タ イ キ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�大樹ファーム 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ６１：３４．９ ３．０�

７９ マックスバローズ 牡３栗 ５６ 角田 晃一猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ
ファーム ４７４＋ ４１：３５．１１� ３．５�

４４ メイショウウズシオ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ８１：３５．３１� ２２．６�
６７ エアラフォン 牡３栗 ５６ 武 豊 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：３５．５１� ２．６�
２２ ラインジェシカ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ９．６�
１１ シルクフィーリング 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎有限会社シルク音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B５１８－ ２１：３５．６� ３３．４	
８１０ バクシンポイント 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ５１８＋ ２１：３５．８１� ２１５．７

５５ マイネルゴルト 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４５８± ０１：３６．０１� ３５．２�
６６ ラ ヴ セ ン ス 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム ４３４＋ ４１：３６．２１� ３３．８�
７８ スギノブロッサム 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 健杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４１８＋ ４１：３６．４１ １６１．１
８１１ ゼンノベラーノ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：３７．１４ １１６．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，７２３，４００円 複勝： ４４，５７９，８００円 枠連： １７，０００，８００円

普通馬連： ７３，１４３，７００円 馬単： ６５，１８５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９５７，８００円

３連複： １００，６４８，２００円 ３連単： ２２１，６０８，５００円 計： ５８７，８４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（３－７） ６２０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ８９０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� ９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３３７２３４ 的中 � ９０２９６（２番人気）
複勝票数 計 ４４５７９８ 的中 � ９７６１０（２番人気）� ７７７３１（３番人気）� ２０５８１（５番人気）
枠連票数 計 １７０００８ 的中 （３－７） ２０２４２（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３１４３７ 的中 �� ９９６３３（３番人気）
馬単票数 計 ６５１８５４ 的中 �� ５０２０９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９５７８ 的中 �� ４１３０５（３番人気）�� ７９８５（１０番人気）�� ７８１３（１１番人気）
３連複票数 計１００６４８２ 的中 ��� ２２２２１（９番人気）
３連単票数 計２２１６０８５ 的中 ��� １６５９２（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．９―３５．６―４８．０―１：００．４―１：１２．２―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ タ イ キ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２６ 阪神１着

２００７．３．２８生 牡３栗 母 フローラルレディ 母母 ブラダマンテ ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円



０１０６７ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３５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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ メルシーヨーク 牝５鹿 ５５ 北村 友一永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３６－ ２１：２５．４ １０．０�

５８ ヤサシイキモチ 牝５鹿 ５５ 幸 英明宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４７２＋２０ 〃 クビ ５．９�
８１５ オデットシチー 牝４黒鹿５４ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４７６－１２１：２５．５� １９．５�
７１２� キャナレット 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 ４５８＋ ２１：２５．９２� １６３．５�
６１０ レインボーマリーン 牝４鹿 ５４ 佐藤 哲三朽名 誠氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 アタマ ２３．７�
１１ ジョーゲルダ 牝４栗 ５４ 渡辺 薫彦上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 馬道 隆 ４５４＋ ６１：２６．０クビ ７．０�
３４ コパノマユチャン 牝４栗 ５４ 岩田 康誠小林 祥晃氏 作田 誠二 浦河 高岸 順一 ４５４－ ２１：２６．２１� ６．０	
６１１� ニホンピロジュエル 牝５青 ５５ 小牧 太小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 佐竹 学 ４８６－ ６ 〃 クビ １８．５

７１３ ピュアマリーン 牝４栗 ５４ 石橋 守�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４４８＋ ８１：２６．４１� ３．７�
５９ クイックメール 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４５４± ０１：２６．５クビ ５．３
４７ � スティングマリー 牝５栗 ５５ 和田 竜二青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４８４＋ ３１：２６．７１� ９１．５�
８１４ ビビッドビビアン 牝５芦 ５５

５２ ▲国分 恭介 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４６２＋ ４ 〃 アタマ ２６．１�
２２ � ウォータールフラン 牝５栗 ５５ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４４８－ ４１：２６．８� １０３．９�
４６ ラ ン ラ ン 牝５鹿 ５５ 武 英智澤 洋氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４６２＋ ２１：２７．４３� ２６１．１�
２３ � ワンダーアチーブ 牝５黒鹿５５ 小林 徹弥山本 信行氏 藤岡 範士 三石 フクダファーム ５２０－１２１：２７．６１ ２３２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，０１５，０００円 複勝： ３９，０７５，１００円 枠連： ２６，５３５，５００円

普通馬連： ８４，９８７，１００円 馬単： ５３，１３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２５８，３００円

３連複： １１６，１０６，３００円 ３連単： １８１，９０５，９００円 計： ５５８，０１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３５０円 � ２６０円 � ５８０円 枠 連（３－５） ５１０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ２，５２０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� １６，５４０円 ３ 連 単 ��� ７５，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２４０１５０ 的中 � １８９２４（６番人気）
複勝票数 計 ３９０７５１ 的中 � ２９６５５（６番人気）� ４４９７３（４番人気）� １５９４３（８番人気）
枠連票数 計 ２６５３５５ 的中 （３－５） ３９０２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ８４９８７１ 的中 �� ２７６０７（１２番人気）
馬単票数 計 ５３１３３８ 的中 �� ７１７８（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２５８３ 的中 �� ９９３７（１１番人気）�� ３０７２（３１番人気）�� ４７１０（２１番人気）
３連複票数 計１１６１０６３ 的中 ��� ５１８３（６３番人気）
３連単票数 計１８１９０５９ 的中 ��� １７６９（２６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．５―４８．１―１：００．３―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メルシーヨーク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２３ 阪神４着

２００５．４．１５生 牝５鹿 母 タイフウジョオー 母母 ラツキーゲスト １９戦３勝 賞金 ２７，２７９，０００円
※出走取消馬 オレンジシュプール号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アキノジャブ号・スターリースカイ号・リッピアピンク号
（非抽選馬） ３頭 ムーヴ号・メイショウフェーヴ号・ワンダールシデス号



０１０６８ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時０５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１２ ハッピーパレード 牝４黒鹿５４ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：４８．６ ３．４�

３６ ダノンヨーヨー 牡４栗 ５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ６ 〃 クビ ４．３�
６１２ ハマノエルマー 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ５２２＋１２１：４８．７クビ ３４．５�
７１４ オ ブ コ ー ス 牡５栗 ５７ 和田 竜二近藤 英子氏 飯田 雄三 早来 ノーザンファーム ４１８－ ２ 〃 ハナ ９．３�
４８ �� タイガーファング 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 千津氏 藤沢 和雄 米 Shadai Farm ４６０＋１８１：４８．８	 １０．１�
２４ マ イ ウ エ イ 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ６ 〃 アタマ ６．２�
８１５ ファイブスター 牝５芦 ５５ 川田 将雅吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４１：４８．９	 １５．６	
６１１ ラムタムタガー 牡４黒鹿５６ 浜中 俊 
社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：４９．０	 ４４．１�
５１０ アクアブルースカイ 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ２１．５�
８１６ サンライズトラスト 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５６－ ８ 〃 ハナ １３．２
４７ エアペイシェンス 牡４栗 ５６ 四位 洋文 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５２－１０１：４９．１クビ ２４．５�
２３ アドマイヤセナ 牡７栗 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５００－ ６１：４９．２
 ２３．６�
５９ ドナフュージョン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４５０－ ８１：４９．６２	 ４５．９�
３５ エーシングレーソロ 牡５芦 ５７ 幸 英明�栄進堂 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ８１：４９．７クビ ２１６．８�
１１ コスモエルベン 牡４鹿 ５６ 川島 信二 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 漆原 武男 ５０４＋ ６１：５０．４４ １０１．０�
７１３� ストーミーペガサス 牡５鹿 ５７ 小牧 太 
社台レースホース牧浦 充徳 米 Fontaine-

bleau Farm ４９４＋ ４１：５１．４６ １５８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７７５，３００円 複勝： ４８，６７６，９００円 枠連： ３１，３６３，０００円

普通馬連： １０６，６９３，４００円 馬単： ６５，７２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，３６８，０００円

３連複： １５２，８５２，５００円 ３連単： ２２９，３０６，６００円 計： ７０５，７６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ６３０円 枠 連（１－３） ８２０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，５７０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ７，５９０円 ３ 連 単 ��� ３０，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３１７７５３ 的中 � ７４９１０（１番人気）
複勝票数 計 ４８６７６９ 的中 � １０３６７１（１番人気）� ７８２０４（２番人気）� １４４４３（１１番人気）
枠連票数 計 ３１３６３０ 的中 （１－３） ２８３７５（１番人気）
普通馬連票数 計１０６６９３４ 的中 �� ８７４６５（１番人気）
馬単票数 計 ６５７２４８ 的中 �� ２５９２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９３６８０ 的中 �� ２７８７１（１番人気）�� ５８６５（１９番人気）�� ３８６８（３２番人気）
３連複票数 計１５２８５２５ 的中 ��� １４８７５（２２番人気）
３連単票数 計２２９３０６６ 的中 ��� ５５８０（６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．２―３６．１―４８．８―１：０１．６―１：１３．６―１：２４．８―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０
３ １６（２，１１，１３，１５）（４，８，１４）（７，１２）（１，５，１０）－（３，９）６ ４ ・（１６，１１）１５（２，１４）４（８，１２）１３（７，１０）（１，５）９（３，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーパレード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．７．５ 阪神５着

２００６．２．２３生 牝４黒鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect ２２戦２勝 賞金 ３９，５０６，０００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。
（非抽選馬） ５頭 エムエスシャープ号・クリールトルネード号・シングルショット号・ファイトザパワー号・フィデリオ号



０１０６９ １月１７日 晴 良 （２２京都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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４４ ワイルドラズベリー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：２２．５ ３．４�

５７ � アイアムルビー 牝３栗 ５４ 幸 英明堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４４４－ ２１：２２．７１� １１．７�

６８ ジュエルオブナイル 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３４－ ４ 〃 クビ ８．１�
８１３ レディアルバローザ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６６± ０ 〃 ハナ ３０．３�
３３ メイショウスズラン 牝３栗 ５４ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４６８－ ２１：２２．８	 ８．１�
１１ エ ト ピ リ カ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４３０＋ ２ 〃 クビ １１３．１�
８１２ マストバイアイテム 牝３黒鹿５４ 川島 信二	下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ６１：２２．９クビ １３８．５

６９ ステラリード 牝３栗 ５５ 岩田 康誠広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４０＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
７１０ メイショウデイム 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４４０＋１４１：２３．０
 ６．８�
７１１ トーホウシンバル 牝３青鹿５４ 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４０＋ ２１：２３．２
 １４．０
２２ フライトオブスワン 牝３栗 ５４ 武 豊 	社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：２４．０５ １０．５�
４５ メイショウヘミング 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３０－ ２１：２４．６３	 １０２．０�

（１２頭）
５６ マシュケナーダ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文西尾誠一郎氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４４８－ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３８，２９８，９００円 複勝： ５８，８３１，４００円 枠連： ３２，５４９，８００円

普通馬連： １３１，２８６，７００円 馬単： ７３，３４８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５１２，９００円

３連複： １２７，８６５，９００円 ３連単： ２２９，５７７，０００円 計： ７２９，２７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ７９０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ６３０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� ３０，５８０円

票 数

単勝票数 差引計 ３８２９８９（返還計 ４７７２０） 的中 � ９０５７２（１番人気）
複勝票数 差引計 ５８８３１４（返還計 ６５０６８） 的中 � １３９９５９（１番人気）� ４９７９５（６番人気）� ５０９８９（５番人気）
枠連票数 差引計 ３２５４９８（返還計 ５４２３） 的中 （４－５） ３０５３６（２番人気）
普通馬連票数 差引計１３１２８６７（返還計３７８１４２） 的中 �� ４８７４３（８番人気）
馬単票数 差引計 ７３３４８９（返還計２０９３５６） 的中 �� １８６１８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３７５１２９（返還計 ９４３１８） 的中 �� １１２９６（９番人気）�� １５３６１（６番人気）�� ６０３０（２６番人気）
３連複票数 差引計１２７８６５９（返還計６５５０３１） 的中 ��� １６５０５（２６番人気）
３連単票数 差引計２２９５７７０（返還計１１９０７２１） 的中 ��� ５５４１（１１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．０―１１．７―１１．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．４―５９．１―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドラズベリー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．６ 札幌１着

２００７．３．３生 牝３鹿 母 ディアアドマイヤ 母母 マリスターⅡ ３戦２勝 賞金 ３０，４２８，０００円
〔競走除外〕 マシュケナーダ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。



０１０７０ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第１０競走 ��
��１，９００�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．６
１：５６．６

重

重

３４ フサイチセブン 牡４鹿 ５６ 四位 洋文関口 房朗氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４８０－１２１：５７．０ ３．９�

５９ メ ン デ ル 牡８鹿 ５７ 秋山真一郎太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４７６＋ ６１：５８．０６ ６３．０�
８１４ ラ タ ー シ ュ 牡４栗 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５０４± ０１：５８．１クビ １８．３�
７１２� トーセンモナーク 牡５栗 ５７ 池添 謙一島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２８＋ ４ 〃 ハナ ７．２�
７１３� ゲバルトステイヤー 牡６栗 ５７ 幸 英明畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２± ０１：５８．２� ７８．９�
２２ フロムジオリエント 牡４青鹿５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：５８．４１	 ５６．３	
２３ アドマイヤスワット 牡５栗 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ４ 〃 クビ ３．４

８１５ タートルベイ 牡５芦 ５７ 武 豊後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ５００＋ ２１：５８．５クビ １３．１�
３５ トーホウオルビス 牡５栗 ５７ 浜中 俊東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５０８－ ４ 〃 クビ ４．１
５８ ゲンパチタキオン 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５４４＋ ２１：５８．７１	 １１３．９�
４７ ケアレスウィスパー 牝６栗 ５５ 金折 知則吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：５８．９１	 １０．１�
１１ アドマイヤミリオン 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５３６± ０１：５９．５３
 １７２．４�
６１０ グッドフロマージュ 牡７鹿 ５７ 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５２２＋２０２：００．３５ １９３．６�
６１１ アースワンハート 牡４鹿 ５６ 小牧 太松山 増男氏 野元 昭 新ひだか 藤川フアーム ５４８＋ ６２：０１．２５ ４１．６�

（１４頭）
４６ �� クリュギスト 牡４鹿 ５５ 松田 大作吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４５，００３，１００円 複勝： ７０，０７８，２００円 枠連： ４３，９８２，２００円

普通馬連： ２０１，９０９，５００円 馬単： １１５，２９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，５９７，５００円

３連複： ２３３，５４４，６００円 ３連単： ４５４，７７５，５００円 計： １，２２０，１８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２３０円 � １，０６０円 � ５００円 枠 連（３－５） ５，２６０円

普通馬連 �� ２５，２４０円 馬 単 �� ３１，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３４０円 �� １，７２０円 �� １０，６１０円

３ 連 複 ��� １０７，３９０円 ３ 連 単 ��� ５７３，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４５００３１ 的中 � ９３２１１（２番人気）
複勝票数 計 ７００７８２ 的中 � １００２１９（３番人気）� １５０５５（９番人気）� ３４７０８（７番人気）
枠連票数 計 ４３９８２２ 的中 （３－５） ６１７４（１４番人気）
普通馬連票数 計２０１９０９５ 的中 �� ５９０６（３９番人気）
馬単票数 計１１５２９０１ 的中 �� ２７０５（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５５９７５ 的中 �� ３１３４（３８番人気）�� ８１２６（１９番人気）�� １２７０（６１番人気）
３連複票数 計２３３５４４６ 的中 ��� １６０５（１５７番人気）
３連単票数 計４５４７７５５ 的中 ��� ５８５（８１０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．１―１２．９―１３．０―１２．７―１２．６―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．１―２９．２―４２．１―５５．１―１：０７．８―１：２０．４―１：３２．６―１：４４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．６
１
３
５，４（３，１１）１２，１４－２，１，７－（１３，９）－１５－（８，１０）・（５，４）１２（３，１４）１１（２，１）（１３，７）９，１５－（８，１０）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチセブン �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Vice Regent デビュー ２００９．２．２２ 京都７着

２００６．４．１生 牡４鹿 母 ディボーステスティモニー 母母 Angelic Song ６戦４勝 賞金 ５５，２９６，０００円
〔出走取消〕 クリュギスト号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。



０１０７１ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６日 第１１競走 ��
��２，４００�第５７回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２１．１．１７以降２２．１．１１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 ８６８，０００円 ２４８，０００円 １２４，０００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

８１２ メイショウベルーガ 牝５芦 ５４ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９６－ ４２：２４．４ ３．９�

６８ トップカミング 牡４黒鹿５５ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７２＋１２２：２４．９３ ３．７�
７９ レッドアゲート 牝５黒鹿５２ 浜中 俊ディアレスト 高木 登 浦河 小島牧場 ４４２± ０２：２５．１１ １２２．６�
４４ サンライズマックス 牡６黒鹿５７．５ 武 豊松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５６＋ ８２：２５．２� ４．４�
７１０ ゴールデンメイン �１０栗 ５４ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４７０＋ ８２：２５．４１� １９．３�
２２ マンハッタンスカイ 牡６黒鹿５６ 岩田 康誠 �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 ５４４－ ４２：２５．６１ ３１．５	
６７ ベストメンバー 牡４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 ５１８＋１８ 〃 クビ ４．５

８１１ セラフィックロンプ 牝６青鹿５２ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ４３．１�
５５ ドリームフライト 牡６栗 ５０ 酒井 学吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ２２：２６．３４ ３８．０�
５６ キングトップガン 牡７鹿 ５３ 川田 将雅池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４８８－ ６２：２６．９３� １０５．１
１１ インティライミ 牡８鹿 ５７．５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７６＋１０２：２７．１１� １７．３�
３３ テイエムプリキュア 牝７黒鹿５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５１８＋１４２：２７．７３� １４．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４３，０３５，７００円 複勝： １７４，７７５，８００円 枠連： １３４，８５７，５００円

普通馬連： ７３７，１３７，８００円 馬単： ４１６，９１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８２，７７４，５００円

３連複： ９４８，５８３，２００円 ３連単： ２，１４４，５６８，６００円 計： ４，８８２，６５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １，６３０円 枠 連（６－８） ３９０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４，９９０円 �� ４，８７０円

３ 連 複 ��� ２３，５６０円 ３ 連 単 ��� ８９，５９０円

票 数

単勝票数 計１４３０３５７ 的中 � ２９１０４７（２番人気）
複勝票数 計１７４７７５８ 的中 � ３４０８１３（２番人気）� ３８８５９５（１番人気）� １７６９３（１１番人気）
枠連票数 計１３４８５７５ 的中 （６－８） ２５５４５３（１番人気）
普通馬連票数 計７３７１３７８ 的中 �� ８６４９５５（１番人気）
馬単票数 計４１６９１８７ 的中 �� ２２６４４８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８２７７４５ 的中 �� １９２８８８（１番人気）�� ８１１１（４６番人気）�� ８３０３（４５番人気）
３連複票数 計９４８５８３２ 的中 ��� ２９７２５（６７番人気）
３連単票数 計２１４４５６８６ 的中 ��� １７６６７（２５１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．３―１１．０―１２．４―１２．５―１２．４―１２．３―１２．９―１２．１―１１．９―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．０―３４．０―４６．４―５８．９―１：１１．３―１：２３．６―１：３６．５―１：４８．６―２：００．５―２：１２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウベルーガ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１．２６ 京都１２着

２００５．３．３０生 牝５芦 母 パ パ ゴ 母母 Passamaquoddy ２５戦６勝 賞金 １７９，０３６，０００円



０１０７２ １月１７日 晴 良 （２２京都１）第６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

４７ スピードアタック 牡５青鹿５７ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１８＋ ６１：２４．６ ４．９�

７１２ ティアップワイルド 牡４栗 ５６ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２６± ０１：２４．７� ４．８�
５８ ア ズ ラ イ ト 牝６青 ５５

５３ △荻野 琢真 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６０－ ２１：２４．９１� ３５．６�
５９ トウショウクエスト 牡５栗 ５７

５６ ☆田中 健トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３６＋ ４１：２５．３２� ５６．３�

１１ 	 ケイアイプラウド 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Pamela Ridley
& Kim Ridley ４９２＋１６１：２５．４� ６．８�

８１５ ダイゴカムイ 牡８鹿 ５７ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 宮内牧場 ４９４± ０１：２５．６１� ２２５．９	
７１３ リバーアゲイン 牡５栗 ５７ 秋山真一郎河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７６＋ ６１：２５．８クビ＋� ５３．９

４６ ユ メ イ ッ ポ 牝５栗 ５５ 幸 英明昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ５００＋ ８ 〃 ハナ ５９．２�
６１０ ワールドワイド 牡４芦 ５６ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９０＋ ４ （降着） ２．３�
６１１	 エイシンアマデウス 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ５１２＋３０１：２６．１２ １０．０
２３ 	
 ダノンフレンドリー 牡６栗 ５７ 熊沢 重文�ダノックス 萩原 清 米 Dean Green-

wood LLC ５２０－１０ 〃 ハナ １０５．４�
２２ 	 ミスターレンチ 牡４栗 ５６ 和田 竜二�ジェイアール 岩戸 孝樹 米

J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

B５３４＋１６ 〃 アタマ １２５．１�
３４ マイティーストーム 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５４２＋１４１：２６．４１� ６９．６�
３５ ハードウォン 牡４鹿 ５６ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４６４－ ２１：２６．５� １２９．１�
８１４ アデュラリア 牝４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 ４８２＋１８１：２６．９２� ２７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７３，７５４，１００円 複勝： ９４，４５３，５００円 枠連： ６３，５５４，６００円

普通馬連： ２６６，０８８，２００円 馬単： １６５，５４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８５，２３８，９００円

３連複： ３２４，０７７，４００円 ３連単： ７０４，８２９，２００円 計： １，７７７，５３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � ５５０円 枠 連（４－７） １，１２０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，７８０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� １０，４１０円 ３ 連 単 ��� ４１，８２０円

票 数

単勝票数 計 ７３７５４１ 的中 � １２０３７８（３番人気）
複勝票数 計 ９４４５３５ 的中 � １５４３３２（３番人気）� １６１６２１（２番人気）� ３４４３６（６番人気）
枠連票数 計 ６３５５４６ 的中 （４－７） ４１９６６（５番人気）
普通馬連票数 計２６６０８８２ 的中 �� １４６１７９（５番人気）
馬単票数 計１６５５４２４ 的中 �� ４８３５４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５２３８９ 的中 �� ４６７５２（４番人気）�� １１３１６（１６番人気）�� １１３４０（１５番人気）
３連複票数 計３２４０７７４ 的中 ��� ２２９８８（２９番人気）
３連単票数 計７０４８２９２ 的中 ��� １２４４０（１１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．２―１２．８―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．７―５９．５―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピードアタック �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１１．２３ 京都２着

２００５．３．２８生 牡５青鹿 母 アラサンエーコー 母母 ミヤサンレデイ １２戦４勝 賞金 ５４，１７０，０００円
〔降着〕 ワールドワイド号は，７位〔タイム１分２５秒７，着差クビ〕に入線したが，向正面で急に内側に斜行して「ユメイッポ」号の走行を

妨害したため９着に降着。（その他３番への進路影響）
〔制裁〕 ワールドワイド号の騎手小牧太は，向正面で急に内側に斜行したことについて平成２２年１月２３日から平成２２年１月３１日ま

で騎乗停止。
※出走取消馬 ノボリデューク号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ケルティックハープ号・テンザンモビール号・ベルモントバジル号・ルティラーレ号
（非抽選馬） １頭 シルクパスワード号



（２２京都１）第６日 １月１７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 １７３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

２９９，１４０，０００円
１６，２３０，０００円
２，１４０，０００円
３０，０００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，５９８，０００円
５，３５０，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
４９５，４４３，７００円
６７７，７９１，７００円
４４１，５６６，５００円
１，８７６，７８７，３００円
１，１７２，４１３，７００円
５８１，３５３，０００円
２，４１０，３３８，２００円
４，７９６，４４６，３００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 １２，４５２，１４０，４００円

総入場人員 ２５，７４０名 （有料入場人員 ２４，００７名）




