
０１０８５ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１１� ナイトオブザオペラ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二 �オリオンファーム藤原 英昭 米 Ocala
Horses, LLC ４７０－ ２１：１３．９ １．３�

３３ サダムトウコン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４６２＋ ２１：１４．５３� ８．２�
８１３ スマートアーサイト 牡３黒鹿５６ 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ５．６�
６８ リバーハイランド 牡３鹿 ５６ 吉田 稔後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７４－ ２１：１４．７１ ２６．４�

（愛知）

２２ トーブプリンス 牡３栗 ５６ 幸 英明武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４５４－ ４ 〃 クビ ６９．８�
４４ シャイニーベスト 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔小林 昌志氏 小島 貞博 平取 雅 牧場 ４３６－ ２１：１４．９１� ８０．５�
８１２ アイノグロー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８８－ ８ 〃 クビ １０４．５	
６９ ラブシェーマ 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智増田 陽一氏 須貝 彦三 むかわ 市川牧場 ４３８＋ ４１：１５．１１� １３．３

５６ ダンツフローラ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４－ ６１：１５．３１ ３７８．１�
４５ ウィズインカチドキ 牡３鹿 ５６ 金折 知則内藤 耕造氏 福永 甲 新ひだか 原口フアーム ４５８－ ６１：１５．９３� ３６９．０�
７１０ シゲルナガマサ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 斉藤スタッド ４４４－ ４１：１６．０クビ １６８．０
１１ シゲルツキヤマドノ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 白瀬 明 ４４８＋ ２１：１６．２１� ４３．３�
５７ ビバアンアン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠池住 安信氏 須貝 尚介 新冠 オートファー

ム �渡 ４４６＋１８１：１６．６２� １５０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，５５９，０００円 複勝： ５５，７５７，３００円 枠連： １１，２０９，３００円

普通馬連： ４０，７０９，９００円 馬単： ４０，８４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３７６，８００円

３連複： ６５，７７２，７００円 ３連単： １３２，９５２，６００円 計： ３８４，１８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（３－７） ４５０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� １，２００円

票 数

単勝票数 計 １７５５９０ 的中 � １０７３３４（１番人気）
複勝票数 計 ５５７５７３ 的中 � ３７３６５４（１番人気）� ５４３８５（３番人気）� ６１１４８（２番人気）
枠連票数 計 １１２０９３ 的中 （３－７） １８４３４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０７０９９ 的中 �� ７０３７４（２番人気）
馬単票数 計 ４０８４４７ 的中 �� ５７２００（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３７６８ 的中 �� ２７１２８（２番人気）�� ３８４２１（１番人気）�� １５５９４（３番人気）
３連複票数 計 ６５７７２７ 的中 ��� １２０６２７（１番人気）
３連単票数 計１３２９５２６ 的中 ��� ８２３９５（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．３―１２．２―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．６―３６．９―４９．１―１：０１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナイトオブザオペラ �
�
父 A.P. Indy �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００９．９．１２ 阪神４着

２００７．３．２９生 牝３黒鹿 母 Jena Jena 母母 With a Wink ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※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。



０１０８６ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１１ サンマルボス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４６４± ０１：５５．１ ２３．５�

８１５ タガノザイオン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７６＋１２ 〃 クビ ９．０�

４７ オースミマリオン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４５８－ ２１：５５．５２� ３．６�
３５ バトルアステア 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二宮川 秋信氏 野中 賢二 浦河 有限会社

吉田ファーム ５２４－ ２１：５５．６クビ ２．７�
１１ ファンキーラッシュ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �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± ０１：５６．０２� ２２．８�
４６ ダイナミックソング 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４９０＋ ６１：５７．２７ １４３．１	
８１４ ビジュアルフライト 牡３栗 ５６ 赤木高太郎佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ５１０－ ４ 〃 ハナ ４４５．２

６１０ 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 ４４６－ ４１：５７．３� ６８．１�
５８ スズカローゼ 牝３鹿 ５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９８－ ６１：５７．６１� ８．６�
７１３ ナムラスパウト 牡３鹿 ５６ 吉田 稔奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 原 達也 ４６２± ０１：５７．８１� ６９．６

（愛知）

２３ ダイゴゴダイ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 見上牧場 ４９８－ ４１：５９．８大差 ３８８．０�
７１２ フジノボーガン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦藤井 五三氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４４８－ ２２：００．３３ ４７９．０�
５９ シゲルケイジロウ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 田中 章博 浦河 中村 雅明 ５１２－ ４２：００．４� ３０２．０�
２２ エーシンポルックス 牡３芦 ５６ 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 ４７６－１２２：００．５� ４．３�
３４ ルールステディー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一儀賀 昭三氏 北出 成人 日高 下河辺牧場 ５０２－ ２２：０３．３大差 ８２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，６２６，７００円 複勝： ２６，９２１，９００円 枠連： １２，２３４，４００円

普通馬連： ４９，７５４，６００円 馬単： ３６，４３５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１００，１００円

３連複： ６７，９０２，０００円 ３連単： １１３，５０９，２００円 計： ３４４，４８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ４３０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（６－８） ５，５４０円

普通馬連 �� ７，８７０円 馬 単 �� ２０，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� ９５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ８，０５０円 ３ 連 単 ��� ９８，３３０円

票 数

単勝票数 計 １７６２６７ 的中 � ５９１７（７番人気）
複勝票数 計 ２６９２１９ 的中 � １３５５２（６番人気）� ２１１１１（５番人気）� ５７０２６（２番人気）
枠連票数 計 １２２３４４ 的中 （６－８） １６３２（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４９７５４６ 的中 �� ４６６７（１９番人気）
馬単票数 計 ３６４３５８ 的中 �� １３２９（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１００１ 的中 �� １９１６（２３番人気）�� ５２３８（１３番人気）�� ７６５８（７番人気）
３連複票数 計 ６７９０２０ 的中 ��� ６２３１（２７番人気）
３連単票数 計１１３５０９２ 的中 ��� ８５２（２４５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１３．０―１３．７―１３．５―１３．３―１２．７―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．２―３６．２―４９．９―１：０３．４―１：１６．７―１：２９．４―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルボス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．１０．１１ 京都６着

２００７．３．３０生 牡３鹿 母 タピヴェール 母母 タツプユアトウズ ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジノボーガン号・シゲルケイジロウ号・エーシンポルックス号・ルールステディー号は，平成２２年

２月２４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。



０１０８７ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・右）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２� エーシンリバティー 牝３栗 ５４ 福永 祐一�栄進堂 沖 芳夫 米 Winches-
ter Farm ５３０ ―１：２７．１ ５．４�

４８ キョウエイカルラ 牝３栗 ５４ 浜中 俊田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６４ ―１：２７．２� ３．９�
３５ クリーンエメラルド 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ―１：２７．５２ ５．２�
７１３ ハギノスピリッツ 牡３鹿 ５６ 武 豊日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４６８ ―１：２７．７１� ６．６�
８１６ ファンドリノチカラ 牡３鹿 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 新冠 的場牧場 ４６４ ―１：２８．０１� １９．３�
６１１ メイショウメドーラ 牝３黒鹿５４ 角田 晃一松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４６０ ―１：２８．３１� ４０．６�
３６ キングタキシード 牡３青 ５６ 岩田 康誠伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ４６６ ―１：２９．０４ ８．４	
１２ マキハタピンナップ 牝３青鹿５４ 石橋 守
槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４３８ ―１：２９．４２	 ３６．２�
７１４ テラノステルス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田 寿男氏 昆 貢 日高 北陽ファーム ４３４ ―１：２９．６１� ４２．０�
５１０ ライブリシーラ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１０ ― 〃 クビ ６２．４

（ファンキーブルース）

１１ クリノユメヲ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎栗本 博晴氏 須貝 彦三 新冠 加藤ステーブル ４００ ―１：２９．９１� ２４６．３�
２３ バンブーアミーゴ 牝３栗 ５４ 和田 竜二
バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４７２ ― 〃 クビ ４９．７�
５９ デルマプロティナ 牝３黒鹿５４ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ５０２ ―１：３０．１１ ９８．４�
４７ ラインカイザー 牡３栗 ５６ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 ４８４ ―１：３１．１６ ９．６�
２４ アースフォーリア 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 名古屋 一征 ４５６ ― 〃 アタマ ８２．０�
８１５ アンジェリークダダ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４２８ ― 〃 アタマ １６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５６０，０００円 複勝： ２４，９０２，５００円 枠連： １９，１８０，３００円

普通馬連： ４５，３４７，１００円 馬単： ２９，０２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１１６，６００円

３連複： ６１，９７１，３００円 ３連単： ８４，７５５，８００円 計： ２９７，８５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（４－６） ７８０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ６３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� １０，３５０円

票 数

単勝票数 計 １５５６００ 的中 � ２３０９５（３番人気）
複勝票数 計 ２４９０２５ 的中 � ３０４０６（３番人気）� ６８４８９（１番人気）� ３３０３０（２番人気）
枠連票数 計 １９１８０３ 的中 （４－６） １８２２９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５３４７１ 的中 �� ２７３８３（２番人気）
馬単票数 計 ２９０２０９ 的中 �� ８５１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１１６６ 的中 �� ９４００（２番人気）�� ６４５４（３番人気）�� １０１３３（１番人気）
３連複票数 計 ６１９７１３ 的中 ��� ２２０４７（１番人気）
３連単票数 計 ８４７５５８ 的中 ��� ６０４７（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．０―１２．６―１２．９―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３５．８―４８．４―１：０１．３―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンリバティー �
�
父 Belong to Me �

�
母父 Phone Trick 初出走

２００７．５．１１生 牝３栗 母 Eishin Le Mars 母母 Impertinent Lady １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 イッツオールライト号・エーシンヨシツネ号・クレメンティア号・トーセンフェアリー号・バンブーカカ号・

ユジェニックブルー号



０１０８８ １月２４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２京都１）第８日 第４競走 ��２，９３０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１２．２良・良

５８ アンクルトップ 牡５栗 ６０ 佐久間寛志�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６０＋１２３：１８．３ ５９．６�

８１３ スターフォワード 牡７栗 ６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９２－ ６ 〃 クビ ２．３�
７１２� エーシンサンスター 牡５黒鹿６０ 金折 知則�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４６４± ０３：１９．３６ ３０．３�
８１４ リリープレジャー 牡４鹿 ５９ 白浜 雄造土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 ５０２＋ ２３：１９．４� １７．６�
２２ ト レ ド 牡６芦 ６０ 小坂 忠士山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８２＋１２３：１９．７１� ２６．０�
４５ シゲルキボウ 牝５芦 ５８ 林 満明森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 ハシモトフアーム ４５６－ ２ 〃 クビ １４４．８	
７１１ カシノダンク 牡６鹿 ６０ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ５２０－ ８３：１９．８クビ ４５．１

１１ 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± ０３：２０．０１ ２．７�
６９ イマジンノココロヲ 牡５鹿 ６０ 山本 康志小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 B４８８＋ ２３：２１．１７ ４５．９�
５７ テイエムモモタロー 牡５青鹿６０ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４６０＋ ４３：２１．２クビ １２．５
６１０ ビクトリーレディー 牝４鹿 ５７ 岩崎 祐己菅藤 宗一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 ４７２－１８３：２１．７３ １３８．４�
４６ メイショウゲンスイ 牡６鹿 ６０ 西谷 誠松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５３２＋１２３：２４．３大差 ６．３�
３３ デンコウヨシキ 牡４栗 ５９ 黒岩 悠田中 康弘氏 高橋 隆 様似 中脇 一幸 ４８０－ ２３：２９．０大差 ３３１．１�
３４ トーコーシゲル 牡４栗 ５９ 南井 大志森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 米田牧場 ４５６＋ ４３：２９．４２� ２９２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２０１，０００円 複勝： １６，１３１，１００円 枠連： １３，７０５，０００円

普通馬連： ３５，９６９，５００円 馬単： ３０，７０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８６３，９００円

３連複： ５７，７８１，４００円 ３連単： ９４，５２９，７００円 計： ２７７，８８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９６０円 複 勝 � １，０２０円 � １３０円 � ４９０円 枠 連（５－８） １，０１０円

普通馬連 �� ８，８７０円 馬 単 �� ２９，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� ５，８８０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ３６，４８０円 ３ 連 単 ��� ３６１，４７０円

票 数

単勝票数 計 １４２０１０ 的中 � １８８０（１０番人気）
複勝票数 計 １６１３１１ 的中 � ２８０１（１０番人気）� ５５９１１（１番人気）� ６４７２（７番人気）
枠連票数 計 １３７０５０ 的中 （５－８） １０１０４（４番人気）
普通馬連票数 計 ３５９６９５ 的中 �� ２９９３（２２番人気）
馬単票数 計 ３０７０２２ 的中 �� ７７９（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８６３９ 的中 �� １６６２（２３番人気）�� ６０９（４５番人気）�� ２７６９（１４番人気）
３連複票数 計 ５７７８１４ 的中 ��� １１６９（７５番人気）
３連単票数 計 ９４５２９７ 的中 ��� １９３（５２０番人気）

上り １マイル １：４６．０ ４F ５２．２－３F ３８．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�

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

�
�

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

アンクルトップ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００８．３．２２ 阪神３着

２００５．３．２８生 牡５栗 母 ウインクルアーリー 母母 レディダンジグ 障害：２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エイシンマジック号・ブローヒッター号
（非抽選馬） １頭 ニットウサラン号



０１０８９ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

２４ ロードオブザリング 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４９８＋１０２：１５．９ ２４．３�

８１５ ヤマニンエルブ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ２２：１６．１１� １１９．３�
４８ ラフォルジュルネ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８± ０２：１６．４２ １．５�
８１６ ハードダダンダン 牡３黒鹿５６ 武 豊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５６± ０２：１６．５クビ ６．２�
１２ ニシノオフェンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ５００＋ ２２：１７．１３� ７．２�
３５ ドミネーター 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４２：１７．５２� ８．５	
１１ ストームオーシャン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文吉岡 泰治氏 高橋 隆 森 笹川大晃牧場 ４１６－ ８２：１７．６クビ ２５８．４

５１０ マイネルトレース 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６４－ ２２：１７．７� ５０．９�
５９ マイネルタクティク 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 浦河 辻 牧場 ５０８－ ６２：１７．９１� ２９０．１�

４７ メイケイオーシャン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 B４４８＋ ２２：１８．１１� ４２２．２
７１４ ネオペンドラゴン 牡３鹿 ５６ 幸 英明小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４９０± ０２：１８．５２� ３０．３�
２３ グランデリファール 	３栗 ５６ 赤木高太郎芹澤 精一氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５０＋ ２２：１９．２４ ６００．４�
６１２ スナークトマホーク 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 近藤牧場 ４１８± ０ 〃 ハナ １０６．７�
７１３ ビバクラシック 牡３芦 ５６ 吉田 稔池住 安信氏 野元 昭 日高 佐々木 直孝 ５３２± ０２：１９．４１� ３０７．０�

（愛知）

６１１ テイエムネルヴァ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４８０＋ ４２：２２．６大差 ７６．１�

（１５頭）
３６ スマートフォーカス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊大川 徹氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，９９７，６００円 複勝： ４６，６５０，４００円 枠連： １４，８３７，３００円

普通馬連： ４９，６１１，９００円 馬単： ４３，１３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５５９，５００円

３連複： ６８，３４８，０００円 ３連単： １３５，７８９，５００円 計： ４０２，９２７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４３０円 複 勝 � ３９０円 � １，３４０円 � １１０円 枠 連（２－８） ３，９９０円

普通馬連 �� ５４，０１０円 馬 単 �� ８０，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，８２０円 �� ５８０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ２１，０７０円 ３ 連 単 ��� ４０５，７２０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３９９７６（返還計 ３８６） 的中 � ７８０５（５番人気）
複勝票数 差引計 ４６６５０４（返還計 ７６５） 的中 � １６２４１（５番人気）� ３９４０（１０番人気）� ２７５３４２（１番人気）
枠連票数 差引計 １４８３７３（返還計 ５３） 的中 （２－８） ２７４７（１２番人気）
普通馬連票数 差引計 ４９６１１９（返還計 ４０７４） 的中 �� ６７８（４５番人気）
馬単票数 差引計 ４３１３２９（返還計 ４１３２） 的中 �� ３９７（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０５５９５（返還計 １５８５） 的中 �� ４４２（４５番人気）�� ９５３３（５番人気）�� ２６０８（１９番人気）
３連複票数 差引計 ６８３４８０（返還計 １２１９２） 的中 ��� ２３９５（４３番人気）
３連単票数 差引計１３５７８９５（返還計 ２０４０１） 的中 ��� ２４７（４８２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１２．３―１３．０―１３．０―１３．４―１３．２―１２．６―１１．７―１１．８―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．４―３５．７―４８．７―１：０１．７―１：１５．１―１：２８．３―１：４０．９―１：５２．６―２：０４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードオブザリング �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２６ 札幌１１着

２００７．２．２１生 牡３鹿 母 レディフューチャー 母母 アンフイニイ ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔出走取消〕 スマートフォーカス号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムネルヴァ号は，平成２２年２月２４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 テイエムブユウデン号・パントクラトール号・マコトダイダロス号
（非抽選馬） ３頭 サンライズマジック号・セイピーシーズ号・マルカボルト号
※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。



０１０９０ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

７１４ ヴィクトリーマーチ 牝３栗 ５４ 池添 謙一吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４６０ ―１：３７．３ １．４�

１１ タガノサムアップ 牝３栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２ ― 〃 クビ ３１．４�

４８ ブルーモーメント 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４ ―１：３７．５１� ４．０�
６１１ プリティーピュティ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �グリーンファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：３７．７１� １０．８�
６１２ メイショウピゴット 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４５２ ―１：３７．８� ３２．７�
３６ ブルガリアンローズ 牝３青鹿５４ 赤木高太郎�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２ ―１：３７．９� ５４．７�
２３ モンディアーレ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１２ ―１：３８．４３ １２６．２	
７１３ クーゲルブリッツ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 
サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：３８．６１� １７．８�
８１５ ワ カ オ カ ミ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文
グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４３４ ―１：３８．７クビ ８０．６�
５１０ メイショウリベット 牡３黒鹿５６ 吉田 稔松本 好氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８ ―１：３８．８� ２２８．３�

（愛知）

８１６ シーセラピス 牡３栗 ５６
５３ ▲大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６４ ―１：３８．９� １２４．１�

１２ キクノロッサ 牝３黒鹿５４ 石橋 守菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 鮫川 啓一 ４４０ ―１：３９．１１� ２８４．１�
４７ シゲルカネツグ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 畑端牧場 ４４６ ―１：３９．２� ９２．２�
２４ エーシンランマン 牝３栗 ５４ 浜中 俊�栄進堂 坂口 正則 浦河 丸村村下

ファーム ４２８ ―１：４０．２６ １０６．４�
５９ カネトシビーンズ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一兼松 昌男氏 田中 章博 日高 田端牧場 ４５６ ―１：４０．４１� ３１８．９�
３５ シンデレラリング 牝３栃栗５４ 渡辺 薫彦山田美喜男氏 田島 良保 千歳 社台ファーム ４２２ ―１：４０．５� ２７２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０９８，０００円 複勝： ５５，９１２，３００円 枠連： １７，５１５，４００円

普通馬連： ４９，９５１，１００円 馬単： ４９，７４８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１０１，３００円

３連複： ６４，８８５，４００円 ３連単： １４４，０８９，７００円 計： ４２８，３０２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３７０円 � １２０円 枠 連（１－７） １，５３０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １５０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ７，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２６０９８０ 的中 � １４８９９７（１番人気）
複勝票数 計 ５５９１２３ 的中 � ３８７８７６（１番人気）� １０９３１（６番人気）� ６９３１９（２番人気）
枠連票数 計 １７５１５４ 的中 （１－７） ８４９１（５番人気）
普通馬連票数 計 ４９９５１１ 的中 �� １９４１０（５番人気）
馬単票数 計 ４９７４８９ 的中 �� １７２９９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１０１３ 的中 �� ６６５３（７番人気）�� ４９９８６（１番人気）�� ４１９６（１１番人気）
３連複票数 計 ６４８８５４ 的中 ��� ３３５９７（４番人気）
３連単票数 計１４４０８９７ 的中 ��� １４０４９（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．４―２５．９―３７．９―５０．４―１：０２．７―１：１４．２―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリーマーチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon 初出走

２００７．４．２２生 牝３栗 母 ヴィクトリークライ 母母 Verveine １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※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 コーリングオブラブ号・スターペスゴンタ号・ドリームカトラス号・ヒシラグジャリー号・フジノトルネイド号
※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。



０１０９１ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０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

６１２ ハニーメロンチャン 牝３栗 ５４ 武 豊松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５４± ０１：２５．３ ３．８�

３６ リープオブフェイス 牝３芦 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７４± ０１：２５．７２� １０．７�
２３ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ８１：２５．８� ８９．２�
７１３ ナムラアトラクト 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１０－ ４ 〃 ハナ ４．０�
２４ ラガーリンリン 牝３芦 ５４ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７０± ０１：２６．１１� ７．５�
８１６� トゥインクルスノー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４４２－ ２１：２６．２� ４２７．０	
１２ ショウナンカガリビ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ６１：２６．６２� ７４．３

６１１ タガノディーバ 牝３栗 ５４ 幸 英明八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ４１：２６．７クビ ３．４�
５１０ イサミダンス 牝３芦 ５４ 和田 竜二前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４４２－１０１：２７．０１� ２０４．８�
５９ マドモアゼルノン 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４３２－ ８１：２７．１� １７０．４
３５ � プティフルリール 牝３黒鹿５４ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 浦河 一珍棒牧場 ３６６－１２１：２７．２� ４８４．９�

（笠松） （愛知）

４７ オ ネ ス ト 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４０２－ ６１：２７．５２ １８３．３�
１１ シーズバレンタイン 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：２７．７１ １２．３�
７１４� サウンドウェーブ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４１８－２８１：２８．２３ １０２．７�
４８ エーシンスポール 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７２＋ ８１：２８．３クビ １７．３�
８１５ メトロポリタン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 ４２４－ ２１：２８．７２� ４０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７６７，４００円 複勝： ４３，１０８，１００円 枠連： １９，７６８，５００円

普通馬連： ７４，６１０，７００円 馬単： ４８，１７５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１５１，３００円

３連複： ９２，３５０，４００円 ３連単： １６３，８８８，７００円 計： ４９５，８２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � ２１０円 � ３８０円 � １，５９０円 枠 連（３－６） １，１８０円

普通馬連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ６，１９０円 �� １２，６１０円

３ 連 複 ��� ６３，８２０円 ３ 連 単 ��� ２５９，０００円

票 数

単勝票数 計 ２６７６７４ 的中 � ５６５９３（２番人気）
複勝票数 計 ４３１０８１ 的中 � ６９０６３（３番人気）� ２９１４５（５番人気）� ５７８３（１０番人気）
枠連票数 計 １９７６８５ 的中 （３－６） １２３７１（５番人気）
普通馬連票数 計 ７４６１０７ 的中 �� ２０３８８（１１番人気）
馬単票数 計 ４８１７５４ 的中 �� ８２５６（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１５１３ 的中 �� ７０５８（１１番人気）�� １０５８（４１番人気）�� ５１６（５７番人気）
３連複票数 計 ９２３５０４ 的中 ��� １０６８（１１１番人気）
３連単票数 計１６３８８８７ 的中 ��� ４６７（４６３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１２．０―１２．２―１２．３―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３４．９―４７．１―５９．４―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハニーメロンチャン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．１１ 京都１着

２００７．３．２７生 牝３栗 母 エピーメロン 母母 ピースフルワールド ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走状況〕 サウンドウェーブ号は，左前肢落鉄。発走時刻１分遅延。
※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。



０１０９２ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第８競走 ��
��１，９００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

５８ マーリンシチー 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４５４－ ４２：０１．２ １６．９�

３３ ハギノリベラ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０８＋ ６２：０１．５２ ５．１�
３４ � ピエナミッチー 牡５鹿 ５７ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０－ ２ 〃 ハナ １８．７�
７１２ チョップチョップ 牡４青鹿５６ 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４８０－ ２２：０１．８１� １．８�
８１４ メイショウロッコー 牡４栗 ５６ 川田 将雅松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０４＋ ４ 〃 ハナ ２２．８�
４６ ファイナルパンチ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６８＋ ２２：０２．０１	 １６２．４�
１１ シングルショット 牡５青 ５７ 藤田 伸二深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５１６＋ ２２：０２．４２
 １０．０	
２２ ホークウィンザー 牡５芦 ５７ 池添 謙一小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４３６－ ６２：０２．６１ ７５．６

４５ ワキノブライアン 牡４栗 ５６ 和田 竜二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９６＋ ２２：０２．７
 １６５．９�
８１３ メイショウシンドウ 牡４鹿 ５６ 浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４９４－ ６２：０２．９１	 １２７．４�
５７ マスターソニック 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎谷岡牧場 梅田 康雄 新冠 中本 隆志 ５１０＋ ２２：０３．０クビ ４６．０�
７１１ シルバーフィールド 牡４黒鹿５６ 吉田 稔近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４９４－ ２２：０４．０６ ６．１�

（愛知）

６１０� 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 ４４４－ ２ 〃 クビ ３２４．１�
６９ � ニホンピロルブラ 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 佐竹 学 ５２０＋ ２２：０５．０６ ２７５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，２２２，３００円 複勝： ４２，１６０，０００円 枠連： ２３，４１７，３００円

普通馬連： ６６，９６０，８００円 馬単： ５０，８６１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７５３，１００円

３連複： ９１，１２４，５００円 ３連単： １８１，５８３，７００円 計： ５０７，０８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４４０円 � ２３０円 � ５４０円 枠 連（３－５） １，３７０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ９，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� １，７４０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １０，０００円 ３ 連 単 ��� ６７，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２４２２２３ 的中 � １１３４７（５番人気）
複勝票数 計 ４２１６００ 的中 � ２４０７４（５番人気）� ５５７１５（２番人気）� １８６６８（６番人気）
枠連票数 計 ２３４１７３ 的中 （３－５） １２６２７（５番人気）
普通馬連票数 計 ６６９６０８ 的中 �� １７１０８（１０番人気）
馬単票数 計 ５０８６１９ 的中 �� ４１４７（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７５３１ 的中 �� ８７１７（９番人気）�� ３６８５（１７番人気）�� ６４２７（１２番人気）
３連複票数 計 ９１１２４５ 的中 ��� ６７２７（３０番人気）
３連単票数 計１８１５８３７ 的中 ��� ２０００（１７０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１２．１―１３．９―１３．２―１３．１―１２．９―１２．５―１２．３―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．３―３０．４―４４．３―５７．５―１：１０．６―１：２３．５―１：３６．０―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．７
１
３

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

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

マーリンシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．７．２０ 新潟１４着

２００６．４．１２生 牡４鹿 母 ナンバーワンシチー 母母 ヘップバーンシチー １１戦２勝 賞金 １５，７４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ニホンピロルブラ号は，枠入り不良。
※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。



０１０９３ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第９競走 ��
��２，４００�

む つ き

睦 月 賞
発走１４時３５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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

７１０ キタサンアミーゴ 牡４栗 ５６ 川田 将雅�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２２：２７．１ ２．８�

３３ マイネルシュトルム 牡４栗 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ５００＋ ４２：２７．２� ４．２�

２２ ブルースターキング 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６４－ ４２：２７．３クビ ６．９�
４４ トップサンダー 牡４栗 ５６ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９８＋ ２２：２７．６２ ２０．７�
５５ テイエムシバスキー 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ ２１．４�
５６ イ ネ オ レ オ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ２２：２７．８１� ３．７	
６８ 	 マヤノゴクウ 牡７鹿 ５７ 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５３４± ０２：２７．９� ２６．８

７９ 	 エターナルクラウン 牡６鹿 ５７ 吉田 稔 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ５１０± ０２：２８．０クビ ５８．９�

（愛知）

８１１ テイエムリュウジン 牡４芦 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ １０８．１�
８１２ スパークルシチー 牡５黒鹿５７ 角田 晃一 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 ４８０＋ ２２：２８．６３
 ６１．５
１１ リバティーフロー 牡４栗 ５６ 福永 祐一臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２２：２８．７
 １７．２�
６７ 	 ダンツクリスエス 牡４鹿 ５６ 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５２６± ０２：３０．６大差 ９７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，４４０，１００円 複勝： ４３，８５０，９００円 枠連： ２２，００７，０００円

普通馬連： １０９，３１３，６００円 馬単： ６８，６７０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，８６０，０００円

３連複： １３７，５０３，８００円 ３連単： ２８７，９８２，３００円 計： ７３２，６２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（３－７） ４００円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４２０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ４，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２８４４０１ 的中 � ８２７５０（１番人気）
複勝票数 計 ４３８５０９ 的中 � １０４８７８（１番人気）� ８３１２３（３番人気）� ５５４７６（４番人気）
枠連票数 計 ２２００７０ 的中 （３－７） ４０６８７（１番人気）
普通馬連票数 計１０９３１３６ 的中 �� １６３６３９（１番人気）
馬単票数 計 ６８６７０６ 的中 �� ５０２６３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４８６００ 的中 �� ４７２６０（１番人気）�� １９１１０（４番人気）�� １８９２３（５番人気）
３連複票数 計１３７５０３８ 的中 ��� ８７７３９（２番人気）
３連単票数 計２８７９８２３ 的中 ��� ４８６５７（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．１―１２．９―１３．２―１２．７―１２．７―１２．７―１１．９―１１．２―１２．１―１２．１

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―２３．５―３５．６―４８．５―１：０１．７―１：１４．４―１：２７．１―１：３９．８―１：５１．７―２：０２．９―２：１５．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キタサンアミーゴ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１２．７ 阪神１着

２００６．３．１０生 牡４栗 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル １１戦３勝 賞金 ５８，７３８，０００円
※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。



０１０９４ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

ふ し み

伏見ステークス
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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

１１ マチカネハヤテ 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６１：０８．７ ３１．９�

６１２ ミスクリアモン 牝４鹿 ５４ 浜中 俊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７０－ ６１：０８．９１� ９．９�
４８ ボーダレスワールド 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：０９．１１� ３．９�
５９ ランチボックス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５３４＋ ２１：０９．３１� ５．４�
６１１ メイビリーヴ 牝５栗 ５５ 武 豊千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：０９．４クビ ４．４�
３６ ゲ イ ル 牡７鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２０．６�
２４ スーパーマルトク 牝７鹿 ５５ 畑端 省吾高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 ４３４－ ４１：０９．６１� １８６．７	
７１４ ジョイントスターズ 牡９鹿 ５７ 幸 英明岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４８０－ ４ 〃 アタマ ４２．４

８１５ ストリートスタイル 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４３８± ０１：０９．７� ９．６�
８１６	 フ ァ ル ク ス 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 クビ ７．５�
２３ エーシンビーセルズ 牡４黒鹿５６ 吉田 稔栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４８４＋２２ 〃 ハナ １５．８�

（愛知）

３５ ボストンゴールド 牡８栗 ５７ 和田 竜二ボストンホース 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５２４＋ ４ 〃 ハナ ５２．２�
５１０ ベイリングボーイ 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 B４６２－ ２１：０９．９１� ５１．７�
１２ ミレニアムカースル 牡６鹿 ５７ 石橋 守大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５１８－ ２ 〃 クビ ６４．０�
７１３ ル シ ュ ク ル 牝４芦 ５４ 佐藤 哲三ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０１：１０．２２ ５０．６�
４７ 	 ホエールシャーク 牝８黒鹿５５ 赤木高太郎西浦 和男氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ４５８± ０１：１０．３� １３７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，１４２，８００円 複勝： ６０，３３２，６００円 枠連： ４１，２２４，４００円

普通馬連： １７７，９８５，３００円 馬単： ９３，６６５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，１６０，７００円

３連複： ２１９，８５０，９００円 ３連単： ４０３，０８８，９００円 計： １，０８２，４５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１９０円 複 勝 � ９００円 � ３２０円 � １８０円 枠 連（１－６） ５，１４０円

普通馬連 �� １６，１６０円 馬 単 �� ４１，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，９２０円 �� ３，２８０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ３７，２４０円 ３ 連 単 ��� ２９６，３００円

票 数

単勝票数 計 ３６１４２８ 的中 � ８９５６（９番人気）
複勝票数 計 ６０３３２６ 的中 � １４１１１（１１番人気）� ４７４３１（６番人気）� １１０４７９（１番人気）
枠連票数 計 ４１２２４４ 的中 （１－６） ５９２８（２０番人気）
普通馬連票数 計１７７９８５３ 的中 �� ８１３０（４３番人気）
馬単票数 計 ９３６６５６ 的中 �� １６５４（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０１６０７ 的中 �� ２０１２（６０番人気）�� ３６７３（３７番人気）�� １８２２８（６番人気）
３連複票数 計２１９８５０９ 的中 ��� ４３５８（１１０番人気）
３連単票数 計４０３０８８９ 的中 ��� １００４（７７１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．２―１０．８―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．６―３４．８―４５．６―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３３．９
３ １－１２，１１，４（８，１４）（９，１６）（２，５）（６，１３，１５）（３，１０）７ ４ １－１２，１１（４，１４）８（９，１６）２（６，１３，１５）（５，１０）３－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マチカネハヤテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ベ リ フ ア デビュー ２００７．１１．２４ 中京３着

２００５．３．１２生 牝５鹿 母 ベ ル セ ゾ ン 母母 ヴアインゴールド １８戦５勝 賞金 ６８，３３８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エネルマオー号・エリモサリュート号・ショウナンカッサイ号・セイウンワキタツ号・ゼットオーラ号・

ダンディーズケア号・デライトシーン号・マンテンハット号・リッターヴォルト号・ルルパンブルー号
※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。



０１０９５ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第１７回平安ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２１．１．２４以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�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２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２１．１．２３以前の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（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４４ ロールオブザダイス 牡５栗 ５６ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ３１：５１．１ ６．８�

４５ ダイシンオレンジ 牡５鹿 ５６ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ５０２＋ ２１：５１．２� ４．１�
５７ ネ イ キ ッ ド 牡６栗 ５６ 赤木高太郎前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋１４１：５１．６２� １０．０�
８１３ ダイショウジェット 牡７鹿 ５６ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５６４± ０１：５１．８１� ６．４�
１１ トーセンアーチャー 牡６鹿 ５６ 四位 洋文島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B５０６＋ ８ 〃 クビ ８．９�
６９ アドバンスウェイ 牡４鹿 ５５ 武 豊西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９４－ ２１：５２．０	 ５．０	
６８ ユウキタイティ 牡６栗 ５６ 福永 祐一ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５１２± ０１：５２．２１� ４６．０

７１１ ウォータクティクス 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８８＋１４１：５２．３クビ ４．３�
８１２ ポ ー ト ラ ヴ 牡６栗 ５６ 幸 英明水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５６４＋１４１：５２．５１� １５４．０
５６ メイショウシャフト 牡７鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５３２± ０１：５２．８２ １２０．３�
２２ ト シ ナ ギ サ 牡５栗 ５６ 和田 竜二上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５１６＋１４１：５５．３大差 ３７．７�
７１０ フォーリクラッセ 牡７鹿 ５６ 武 幸四郎 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９６± ０ （競走中止） ２０１．９�

（１２頭）
３３ 
� フサイチギガダイヤ 牡７鹿 ５６ 池添 謙一関口 房朗氏 松田 国英 米 ClassicStar ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０８，０２６，８００円 複勝： １３８，１５８，３００円 枠連： ９７，７５５，２００円

普通馬連： ６２７，２７１，７００円 馬単： ３２８，５９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３７，０１２，９００円

３連複： ７５６，３１５，２００円 ３連単： １，６５９，３６２，３００円 計： ３，８５２，４９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（４－４） １，５７０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ８７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� １９，８００円

票 数

単勝票数 計１０８０２６８ 的中 � １２６６５０（５番人気）
複勝票数 計１３８１５８３ 的中 � １６４０８８（５番人気）� ２４３０８８（１番人気）� １２６１２２（７番人気）
枠連票数 計 ９７７５５２ 的中 （４－４） ４６１２１（９番人気）
普通馬連票数 計６２７２７１７ 的中 �� ２８７１４８（７番人気）
馬単票数 計３２８５９４９ 的中 �� ７０３６５（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３７０１２９ 的中 �� ６８７８３（４番人気）�� ３７６２３（２１番人気）�� ５３７４０（７番人気）
３連複票数 計７５６３１５２ 的中 ��� １５５５６８（１９番人気）
３連単票数 計１６５９３６２３ 的中 ��� ６１８５６（８７番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．２―１２．４―１２．５―１３．１―１２．６―１２．０―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１１．９―２３．１―３５．５―４８．０―１：０１．１―１：１３．７―１：２５．７―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

ロールオブザダイス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神１着

２００５．４．３０生 牡５栗 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ ２２戦６勝 賞金 １２１，３４５，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔出走取消〕 フサイチギガダイヤ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走中止〕 フォーリクラッセ号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症し，３コーナーで騎手が落馬したため競走中止。



０１０９６ １月２４日 晴 良 （２２京都１）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１５ テイエムクレナイ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７６± ０１：１１．６ ３．９�

５９ インプレッション �８黒鹿５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４－ ４１：１２．５５ ３２．７�
４７ ブラックティー 牝６鹿 ５５ 熊沢 重文�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４６６± ０１：１２．６� ４７．４�
３５ ピンクペガサス 牡５黒鹿５７ 武 豊木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０２＋ ２１：１２．７	 ５．５�
４６ ハードリレー 牡６栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４６２－ ２１：１２．９１
 ８．７�
３４ エンジェルフェザー 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ４０４．２�
２３ ミステリアスバイオ 牝５栗 ５５ 池添 謙一バイオ	 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４７４－ ２１：１３．０� ４．４

７１２ ワンダープロ 牡７栗 ５７ 藤田 伸二山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４９０＋ ８１：１３．１クビ ２０．７�
６１１ ケルティックハープ 牝６栗 ５５ 川田 将雅セゾンレースホース	 須貝 彦三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８０＋ ４ 〃 アタマ １０７．３�
８１４ ブルーアイガー 牡７黒鹿５７ 石橋 守 	ブルーマネジメント武田 博 門別 小屋畑 和久 ４５６－１０１：１３．２	 ３０８．８
１１ グランプリヒーロー 牡５鹿 ５７ 吉田 稔	グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４７６＋ ８１：１３．３� ７．１�

（愛知）

２２ クリノゴールド 牡７栗 ５７ 長谷川浩大栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４７６＋ ４１：１３．７２� ３２３．３�
７１３� テ レ パ シ ー 牝５鹿 ５５ 幸 英明栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４６０＋ ６１：１４．０１	 ６０．２�
６１０ メイショウワカツキ 牝５青 ５５ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B５２６＋ ２１：１４．２１� ７．７�
５８ サンデーローズ 牝４鹿 ５４ 岩田 康誠松岡 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 ４７２＋１４１：１５．０５ １３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５９，６４１，１００円 複勝： ７９，２９４，２００円 枠連： ４５，５９８，７００円

普通馬連： ２１４，７３５，７００円 馬単： １２１，０１７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，４３４，０００円

３連複： ２８２，８４７，９００円 ３連単： ５６８，２４１，９００円 計： １，４４０，８１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １９０円 � ６４０円 � １，１３０円 枠 連（５－８） １，７５０円

普通馬連 �� ６，３１０円 馬 単 �� １０，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� ２，９００円 �� ６，１２０円

３ 連 複 ��� ４５，９２０円 ３ 連 単 ��� ２２５，５９０円

票 数

単勝票数 計 ５９６４１１ 的中 � １２０９２３（１番人気）
複勝票数 計 ７９２９４２ 的中 � １４２０８７（２番人気）� ２８７８８（９番人気）� １５４８３（１０番人気）
枠連票数 計 ４５５９８７ 的中 （５－８） １９３３４（１０番人気）
普通馬連票数 計２１４７３５７ 的中 �� ２５１４８（２８番人気）
馬単票数 計１２１０１７９ 的中 �� ８５６４（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９４３４０ 的中 �� ８８４８（２５番人気）�� ５８９４（３３番人気）�� ２７５６（４９番人気）
３連複票数 計２８２８４７９ 的中 ��� ４５４６（１１８番人気）
３連単票数 計５６８２４１９ 的中 ��� １８５９（５８９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．０―１１．９―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．４―４７．３―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムクレナイ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．１６ 京都１着

２００５．３．１７生 牝５栗 母 グラヴィール 母母 クライングフォーモア １６戦４勝 賞金 ４５，０００，０００円
※出走取消馬 タニノジュレップ号（疾病〔左後肢挫創〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アナモリ号・カシノブレイヴリ号・シルクパスワード号・マルブツエンペラー号
※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。



（２２京都１）第８日 １月２４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 １７４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

２５１，７８０，０００円
８，５２０，０００円
２，６８０，０００円
１，６８０，０００円
２４，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，３６８，０００円
５，４０２，８００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
３９８，２８２，８００円
６３３，１７９，６００円
３３８，４５２，８００円
１，５４２，２２１，９００円
９４０，８７１，７００円
４５７，４９０，２００円
１，９６６，６５３，５００円
３，９６９，７７４，３００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 １０，２４６，９２６，８００円

総入場人員 ２３，９５７名 （有料入場人員 ２２，３８４名）



平成２２年度 第１回京都競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４３５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

１，９５０，５００，０００円
４３，０２０，０００円
９９，８６０，０００円
１４，１４０，０００円
１８９，３８０，０００円
５８０，０００円
５８０，０００円

５０８，４７４，０００円
４０，９１８，２００円
１４，２０６，５００円

勝馬投票券売得金
３，４１７，０１５，３００円
５，４１０，４３６，６００円
３，２４４，７１４，３００円
１３，２４０，６４０，６００円
８，４９４，４３９，３００円
４，１７１，８７０，６００円
１６，８８９，１６５，０００円
３２，７２６，１８１，８００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 ８７，５９４，４６３，５００円

総入場延人員 １９７，９３４名 （有料入場延人員 １８５，３８４名）




