
０４０７３ ２月２０日 晴 稍重 （２２京都２）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

４８ アドマイヤマリン 牝３芦 ５４ C．ルメール 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５００－ ２１：５４．１ ３．６�
（仏）

１１ ダイヤモンドムーン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B４９４－ ２ 〃 アタマ ４．２�
６１２ 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 ４６２－ ６１：５５．０５ ５．４�
５１０ ユメミルテーラー 牝３黒鹿５４ 武 豊中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４５４－ ４１：５５．３１� ３．９�
１２ グランスカイ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５２± ０１：５５．８３ ２４．５�
７１３ マイネヴィント 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介 �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－ ６１：５６．０１� １７．５�

２３ メイショウコブシ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７６± ０１：５６．３２ ５２．５	
２４ マルヨシャトル 牝３栗 ５４ 池添 謙一野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４７４－ ４１：５６．５１� ２９．７

３６ エルキャンディー 牝３黒鹿５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４３２－ ４１：５６．６� ３８．８�
７１４ コ ン カ ラ ン 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５６± ０１：５８．０９ ３７．１�
３５ アースワンソニア 牝３芦 ５４ 芹沢 純一松山 増男氏 野元 昭 浦河 オーナー牧場 ４２４＋ ２１：５８．３２ １８９．８
５９ 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 ４６６－１２１：５８．４� １１６．１�
４７ トーセンアミアブル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠島川 �哉氏 角居 勝彦 新ひだか 岡田スタツド ４５６－ ４１：５８．５� １６．３�
８１５ ナリタピュアー 牝３芦 ５４

５３ ☆田中 健�オースミ 木原 一良 浦河 太陽牧場 ４６４＋ ２１：５８．６� １７６．３�
８１６ サマーブルーヘブン 牝３青 ５４ 北村 友一セゾンレースホース� 斎藤 誠 新冠 秋田牧場 ４６４＋ ２１：５９．４５ １１２．０�
６１１ カノヤピュー 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智神田 薫氏 坂口 正則 熊本 本田 土寿 ４３４＋ ２１：５９．７１� ２６１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７９９，６００円 複勝： ３０，６７８，８００円 枠連： １２，４４６，２００円

普通馬連： ４５，２０６，２００円 馬単： ３１，９６０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４５０，８００円

３連複： ７０，７２２，２００円 ３連単： １００，８６２，７００円 計： ３２６，１２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（１－４） ５３０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３００円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ５，９７０円

票 数

単勝票数 計 １３７９９６ 的中 � ３０５５９（１番人気）
複勝票数 計 ３０６７８８ 的中 � ７３３０４（１番人気）� ４４０７０（４番人気）� ５９５３８（３番人気）
枠連票数 計 １２４４６２ 的中 （１－４） １７５８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５２０６２ 的中 �� ４６４２０（２番人気）
馬単票数 計 ３１９６０３ 的中 �� １６２７０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４５０８ 的中 �� １７４８０（４番人気）�� １７８０７（３番人気）�� ９４００（６番人気）
３連複票数 計 ７０７２２２ 的中 ��� ４３４７０（３番人気）
３連単票数 計１００８６２７ 的中 ��� １２４８５（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１３．２―１３．０―１３．１―１３．４―１２．７―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．７―４９．７―１：０２．８―１：１６．２―１：２８．９―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．９
１
３
１，２，８（４，７）１３（５，１０）１４，３（１２，１５）６，１６（９，１１）・（１，２）（４，８）１３（７，１４）１０（５，１２）（３，６）－（９，１５，１６）１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤマリン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Gone West デビュー ２００９．１０．１１ 京都５着

２００７．３．２５生 牝３芦 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle ６戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔制裁〕 カノヤピュー号の調教師坂口正則は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

ユメミルテーラー号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１４番への進路影
響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 サマーブルーヘブン号は，平成２２年３月２０日まで平地競走に出走できない。
カノヤピュー号は，平成２２年４月２０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ラハイナ号
（非抽選馬） １頭 プレジャームーン号
※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。



０４０７４ ２月２０日 晴 稍重 （２２京都２）第７日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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

３６ ナムラナイト 牡３芦 ５６ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ４８８－１０１：１３．３ ８．１�

７１３ エーシンハダル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４＋１２１：１３．４� ６．９�
２４ 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 ４４８－ ２１：１３．７１� ５．２�
４７ キ セ キ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 浅見 國一氏 浅見 秀一 新ひだか マツケン農場 B４７０＋ ２１：１３．８� ７．９�

（仏）

１１ テイエムウミユキ 牝３黒鹿５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４２８－ ２１：１３．９� １７．７�
４８ ワンダーマイルズ 牡３青鹿５６ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４８０± ０１：１４．６４ ６．１	
８１６ 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 ４６０－ ２１：１４．９１� １０５．１

７１４ ヒデノキセキ 牡３鹿 ５６ 松田 大作大石 秀夫氏 昆 貢 安平 ノーザンファーム B４６４＋ ２１：１５．１１� １８．４�
５９ サクラサンクス �３栗 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 原 光彦 ４３６－ ８１：１５．２� ４６．７�
２３ キョウワプレジャー 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６８＋ ２１：１５．３� １９．５�
１２ シゲルハンゾウ 牡３芦 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４９０± ０１：１５．４� １９９．８�
６１２ ハートロック 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０２± ０１：１５．５クビ ３．９�
３５ ワイルドスマイル 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太小川 勲氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４２４－１０１：１５．６� １９２．２�
６１１ サンレイランキング 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４６４－ ８１：１５．７クビ ８６．２�
８１５ フジノトルネイド 牡３鹿 ５６ 川島 信二藤井 五三氏 川村 禎彦 日高 戸川牧場 ４９０－ ２１：１７．１９ ３５．３�
５１０ バンブーカカ 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４９０＋ ２１：１７．２� １３３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７０２，６００円 複勝： ２４，０１３，７００円 枠連： １３，４６６，８００円

普通馬連： ４５，６０４，２００円 馬単： ３２，４３３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６７３，２００円

３連複： ６８，３５４，５００円 ３連単： ９３，９１３，９００円 計： ３１２，１６２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３３０円 � ２９０円 � ２１０円 枠 連（３－７） ２，７７０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ６，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ８６０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� ３７，７５０円

票 数

単勝票数 計 １４７０２６ 的中 � １４３３９（６番人気）
複勝票数 計 ２４０１３７ 的中 � １７８９４（６番人気）� ２０８７０（４番人気）� ３５２２８（３番人気）
枠連票数 計 １３４６６８ 的中 （３－７） ３５９３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４５６０４２ 的中 �� １０３９０（１５番人気）
馬単票数 計 ３２４３３５ 的中 �� ３４５６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６７３２ 的中 �� ３３２４（１８番人気）�� ５７３０（９番人気）�� ５９５８（８番人気）
３連複票数 計 ６８３５４５ 的中 ��� ９５７０（１８番人気）
３連単票数 計 ９３９１３９ 的中 ��� １８３６（１１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．７―１２．２―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．６―４７．８―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラナイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．１０．３１ 京都７着

２００７．４．２４生 牡３芦 母 ナムラウタヒメ 母母 サンピエトラ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コウエイマドンナ号・ハギノスピリッツ号
（非抽選馬） １頭 トーセンファルコン号
※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。



０４０７５ ２月２０日 晴 稍重 （２２京都２）第７日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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 ナムラアレグロ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 ４９０－ ４１：５４．３ １９．６�

６１２ グリッターウイング 牡３栗 ５６ C．ルメール 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０－ ４１：５４．６２ １．５�
（仏）

４７ メイキングドリーム 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４５８－ ４１：５５．１３ ２１．２�
３６ スペシャルロード 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４８０＋ ２１：５５．３１� １４．２�
２４ トウショウカズン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０－ ８１：５５．５１� ８．６�
２３ トライアンフウィル 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 清広 浦河 富菜牧場 ４４８－ ２１：５５．６� ８９．５	
７１４ 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－ ２１：５６．１３ ２２４．３

６１１ オンワードホープ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８８－１０１：５６．２クビ １４４．１�
４８ ロケットダイヴ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ４ 〃 アタマ ５．０�
１２ テンシノウエルカム 牡３鹿 ５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ４３４－ ４１：５６．６２� ３９７．２
７１３ メイショウギリシャ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ５５．１�
８１５ カチサカズキ 牡３鹿 ５６ 北野 真弘村上 稔氏 佐藤 正雄 宮城 早坂牧場 ４８６＋ ２１：５６．７� １０２．９�

（兵庫）

５９ イースタリーガスト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０８－ ８１：５６．８クビ ２６．４�
１１ ドリームセイヴァー 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平セゾンレースホース� 須貝 彦三 様似 清水スタッド ５１０＋１４ 〃 クビ ９７．６�
５１０ マッシヴファイター 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４５０－ ４１：５７．７５ ４４０．３�
３５ 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 ４８０－ ４１：５８．６５ ３６４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６２３，７００円 複勝： ５０，０９９，２００円 枠連： １４，１２８，３００円

普通馬連： ４５，０３４，５００円 馬単： ４１，８０１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３５３，０００円

３連複： ６３，５０９，２００円 ３連単： １１６，２８８，６００円 計： ３７２，８３７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � ３５０円 枠 連（６－８） ８９０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，７１０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ２５，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２１６２３７ 的中 � ８７３７（５番人気）
複勝票数 計 ５００９９２ 的中 � ２１８９５（４番人気）� ３０３６０６（１番人気）� １７７０８（６番人気）
枠連票数 計 １４１２８３ 的中 （６－８） １１７９１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４５０３４５ 的中 �� ３４５２４（３番人気）
馬単票数 計 ４１８０１４ 的中 �� ９３８７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３５３０ 的中 �� １３１７４（３番人気）�� ２６８９（１８番人気）�� ９１９９（６番人気）
３連複票数 計 ６３５０９２ 的中 ��� １７５１３（９番人気）
３連単票数 計１１６２８８６ 的中 ��� ３３５６（６５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．３―１２．９―１３．４―１３．５―１３．０―１２．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．９―４８．８―１：０２．２―１：１５．７―１：２８．７―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラアレグロ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distant View デビュー ２０１０．２．６ 京都３着

２００７．３．１１生 牡３鹿 母 テレフォニカ 母母 Call Account ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０７６ ２月２０日 晴 稍重 （２２京都２）第７日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時２５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

５８ ル ロ ワ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太栗山 良子氏 友道 康夫 安平 追分ファーム ４７６ ―１：２７．２ １１．０�

４７ ボードメンバー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太栗嶋 豊明氏 村山 明 新ひだか 荒谷 英俊 ４９６ ―１：２７．３� １４１．６�
８１５ ナムラエアポート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 大橋 勇樹 新冠 つつみ牧場 ４５８ ―１：２７．４クビ １０．０�
７１２ テーブルスピーチ 牝３栗 ５４ 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４６８ ―１：２７．８２� ９．８�
３５ ビューティスーザン 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社
大原ファーム ４３４ ―１：２８．１１� ４６．０�

７１３ メイショウテレジア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三松本 好�氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ４６８ ―１：２８．７３� １０１．２�
６１１ ヤマニンブースター 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４８０ ―１：２８．８� ２８．８	
８１４ ノトーリアス 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新ひだか 服部 牧場 ４７６ ― 〃 クビ １．５

６１０ ニホンピロフルール 牝３栗 ５４ C．ルメール 小林百太郎氏 河内 洋 日高 佐々木 直孝 ４２４ ―１：２９．５４ ７．２�

（仏）

５９ ブラウンナイスガイ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４８８ ―１：３０．５６ １３７．４�
１１ チョウカルストンオ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 奥山 博 ４２８ ―１：３０．７１ １００．１
４６ マンテンスカイ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊山本 堅治氏 大根田裕之 新冠 タニグチ牧場 ５２６ ―１：３０．８クビ ２３１．１�
２３ トウケイクリス 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介木村 信彦氏 五十嵐忠男 えりも エクセルマネジメント ４４６ ―１：３１．２２� １３２．０�
３４ ミスハロウィーン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦西舘 榮氏 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７４ ―１：３２．４７ １１７．０�
（ディープクィーン）

２２ ネヴァオーケストラ 牝３鹿 ５４ 船曳 文士�ティーエイチ 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 ４５６ ― （競走中止） ３２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３７，４００円 複勝： ４７，０５３，２００円 枠連： １４，３２５，２００円

普通馬連： ４０，６４０，３００円 馬単： ４３，０８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７５７，８００円

３連複： ５７，０５２，７００円 ３連単： １０９，８３７，１００円 計： ３５４，３９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ５００円 � ４，４１０円 � ４３０円 枠 連（４－５） １２，６１０円

普通馬連 �� ２７，７２０円 馬 単 �� ６４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，５２０円 �� ８８０円 �� ７，０１０円

３ 連 複 ��� ４５，５２０円 ３ 連 単 ��� ３８９，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３７４ 的中 � １６９５０（５番人気）
複勝票数 計 ４７０５３２ 的中 � ２５８４７（５番人気）� ２５１５（１２番人気）� ３０９２３（４番人気）
枠連票数 計 １４３２５２ 的中 （４－５） ８３９（２３番人気）
普通馬連票数 計 ４０６４０３ 的中 �� １０８２（３７番人気）
馬単票数 計 ４３０８８６ 的中 �� ４９５（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７５７８ 的中 �� ６９０（４０番人気）�� ５５１６（８番人気）�� ６４１（４３番人気）
３連複票数 計 ５７０５２７ 的中 ��� ９２５（８７番人気）
３連単票数 計１０９８３７１ 的中 ��� ２０８（５３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．９―１２．７―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．８―１：０１．５―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ロ ワ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado 初出走

２００７．２．２１生 牡３青鹿 母 オ ル テ ィ ア 母母 Donna Viola １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ネヴァオーケストラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ネヴァオーケストラ号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ネヴァオーケストラ号は，平成２２年２月２１日から平成２２年３月１４日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出走取消馬 リアライズルージュ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

３５ ジョーヴァリアント 牡３鹿 ５６ 武 豊上田けい子氏 村山 明 浦河 大成牧場 ４５２± ０１：３６．２ ２．０�

７１３ サクラティアモ 牝３青 ５４
５２ △荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４１６± ０１：３６．４１ ２３．３�

８１６ ヘッドザポール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０＋ ８１：３６．５� ８１．６�
１１ ユメノカケハシ 牝３青鹿５４ C．ルメール 諸江 幸祐氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２ 〃 アタマ １０．５�

（仏）

１２ トップミノル 牡３青鹿５６ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４５２－ ６１：３６．８２ １０．４�
６１１ コスモサイキック 牡３青 ５６ 浜中 俊 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４６４－ ２ 〃 ハナ ２３．７	
２３ ピカピカテッタ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 新ひだか 名古屋 一征 ４６６＋１２１：３６．９� １０．４

５１０ オースミアザレア 牝３鹿 ５４ 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４５２－１２ 〃 クビ ６６．６�
７１４ スペシャルイモン 牡３鹿 ５６ 幸 英明井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ４７．６�
２４ タニノロゼット 牝３黒鹿５４ 川田 将雅谷水 雄三氏 吉田 直弘 浦河 カナイシスタッド ４５２± ０１：３７．０クビ １２．４
４８ マルティニーク 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：３７．１� ６．６�
４７ 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 ４５６＋ ４１：３７．３１� １４．４�
３６ クレスコサンデー 牡３青鹿５６ 福永 祐一堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９４＋１６１：３７．５１� ６２．７�
５９ ツルミプラチナム 牡３黒鹿５６ 柴原 央明�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋ ４１：３７．７１� ６３．７�
８１５ ギャラクシー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 ４４６－１０ 〃 ハナ ２１０．９�
６１２ ファイヤービートル 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ８１：３８．０１� ３００．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６８６，８００円 複勝： ３５，７５５，４００円 枠連： １８，７３１，７００円

普通馬連： ５４，６７２，３００円 馬単： ４１，６５３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５２６，１００円

３連複： ８２，５４４，９００円 ３連単： １２８，４８６，０００円 計： ４０７，０５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ４６０円 � １，７３０円 枠 連（３－７） １，３５０円

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ３，６４０円 �� １４，９５０円

３ 連 複 ��� ６４，８１０円 ３ 連 単 ��� １６６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２０６８６８ 的中 � ８２２８８（１番人気）
複勝票数 計 ３５７５５４ 的中 � １２９２４４（１番人気）� １５０６６（８番人気）� ３４８２（１３番人気）
枠連票数 計 １８７３１７ 的中 （３－７） １０２５０（５番人気）
普通馬連票数 計 ５４６７２３ 的中 �� １７５２９（８番人気）
馬単票数 計 ４１６５３３ 的中 �� ９５５１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５２６１ 的中 �� ７４１０（７番人気）�� １６３１（３７番人気）�� ３９０（８１番人気）
３連複票数 計 ８２５４４９ 的中 ��� ９４０（１３８番人気）
３連単票数 計１２８４８６０ 的中 ��� ５６８（４５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．０―４８．３―１：００．６―１：１２．５―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーヴァリアント �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．７．１１ 札幌２着

２００７．５．６生 牡３鹿 母 ジョーヴィヴィット 母母 ジョーユーチャリス ５戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔発走状況〕 ユメノカケハシ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ユメノカケハシ号は，発走調教再審査。
※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 サチノフェイス号
※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２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５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

５９ ケイアイデイジー 牝３芦 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１６＋ ２１：２５．６ １２．２�

５１０ タガノディーバ 牝３栗 ５４ 川田 将雅八木 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 ４９６＋ ２１：２５．７� １５．４�

３６ エリモエポナ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ６ 〃 クビ ２．４�
３５ トウカイレジーナ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ ９．７�
４８ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �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 ４７４＋ ６１：２５．８クビ ２３．０�
７１４ ユメノキラメキ 牝３栗 ５４ 和田 竜二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８＋１０１：２５．９� ３．４�
２４ クリスマスキャロル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４１：２６．１１� ２１．７

８１６ ジョウノルビー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４２２－ ３１：２６．２� ８３．４�
６１２ セイウンエンドラン 牝３栗 ５４ 福永 祐一西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５３０－ ８１：２６．３� ５７．４�
２３ ジョディーズライン 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 	キャロットファーム 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ４ 〃 クビ １０．１
１２ オ ネ ス ト 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 恭介	ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４０８＋ ６１：２６．５１� ３５４．５�
４７ � アートオブビーン 牝３鹿 ５４ 北野 真弘小山 豊氏 野田 学 日高 日高大洋牧場 ４６４＋ ４１：２６．６� ５３．３�

（兵庫） （兵庫）

１１ ラ ヴ セ ン ス 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 	サンデーレーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム ４３６＋ ２１：２６．７� ８５．９�
８１５ メイショウナナボシ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ６１：２７．３３� ７５．５�
６１１� アーモンドケーキ 牝３黒鹿５４ 川原 正一中村 祐子氏 曽和 直栄 新ひだか ケイアイファーム ４４２± ０１：２７．６１� １６５．４�

（兵庫） （兵庫）

７１３ アヤナルベルス 牝３鹿 ５４ 北村 友一鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ２１：２７．７� ７３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３２１，５００円 複勝： ３４，１７０，３００円 枠連： ２０，９０５，３００円

普通馬連： ５８，６９０，５００円 馬単： ４２，１２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４５２，２００円

３連複： ７７，８７０，４００円 ３連単： １１５，５０５，２００円 計： ３９８，０４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２６０円 � ３６０円 � １３０円 枠 連（５－５） ６，７５０円

普通馬連 �� ６，４９０円 馬 単 �� １２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４４０円 �� ４７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ３９，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２５３２１５ 的中 � １６４２６（５番人気）
複勝票数 計 ３４１７０３ 的中 � ２８８７５（４番人気）� １８７４０（７番人気）� １００２３０（１番人気）
枠連票数 計 ２０９０５３ 的中 （５－５） ２２８８（１９番人気）
普通馬連票数 計 ５８６９０５ 的中 �� ６６７７（２０番人気）
馬単票数 計 ４２１２６２ 的中 �� ２４５８（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４５２２ 的中 �� ３７５６（１５番人気）�� １３０２８（３番人気）�� ９６７５（５番人気）
３連複票数 計 ７７８７０４ 的中 ��� １４５８１（１１番人気）
３連単票数 計１１５５０５２ 的中 ��� ２１６９（１１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１２．２―１２．９―１２．７―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３５．１―４８．０―１：００．７―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイデイジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．７．１９ 新潟１着

２００７．４．１８生 牝３芦 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド ６戦２勝 賞金 １７，９００，０００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） ２頭 マンダリンスマイル号・メメビーナス号
※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。



０４０７９ ２月２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１５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

２４ � 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± ０１：５２．７ １．８�

３５ ネオレボルーション 牡４青鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４１：５２．９１� ３．９�
３６ テイエムリュウジン 牡４芦 ５６

５４ △国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８４＋ ６ 〃 アタマ ２７．３�
８１５ アイアムピカイチ 牡４黒鹿５６ C．ルメール 堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：５３．５３	 ２１．８�

（仏）

７１４ ナリタジャングル 牡４黒鹿５６ 福永 祐一�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２１：５３．６	 １２．６�
２３ ジョーシンドバッド 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５１８＋ ２１：５３．８１	 ２４．０	
５９ � 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 ４６４－ ６１：５３．９
 １４．３

４７ テイエムカイザー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ５０４＋ ２１：５４．０
 １９．０�
１２ キタサンエンペラー 牡４栗 ５６

５３ ▲大下 智�大野商事 梅内 忍 浦河 山崎牧場 ４８４－ ２１：５４．６３	 １６４．１�
４８ �� ラピッドボーイ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅柳井 正氏 小崎 憲 米 Nancy S

Dillman ５１２－１０ 〃 クビ １０５．０
１１ � マイアイビギニング 牡５鹿 ５７ 鷹野 宏史MYI馬主組合 福永 甲 静内 へいはた牧場 ５０４－ ２１：５４．９１
 ３７７．５�
８１６ ニューロザリオ 牡５鹿 ５７

５５ △松山 弘平本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４８２－１０１：５５．０	 ９６．６�
６１２ メイショウヘルメス 牡５黒鹿５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８２＋ １１：５５．３１
 ４１６．０�
６１１� ボイスオブゴッド 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大田中 昇氏 西浦 勝一 新冠 武田牧場 B４５８－ ２１：５５．６１
 ３８３．３�
５１０ ガリレオシチー 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０４± ０１：５５．７	 ３６２．４�
７１３ ケージーサミット 牡４鹿 ５６ 和田 竜二川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 B４７４＋１６１：５６．３３	 １４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３３６，１００円 複勝： ６５，４７５，９００円 枠連： １９，３５９，４００円

普通馬連： ６５，０３６，０００円 馬単： ５３，３６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９３３，７００円

３連複： ８５，６７４，４００円 ３連単： １５５，７２９，５００円 計： ４９７，９０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３９０円 枠 連（２－３） ２７０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４７０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ６，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２５３３６１ 的中 � １１４８６９（１番人気）
複勝票数 計 ６５４７５９ 的中 � ４１３７０５（１番人気）� ６６３１８（２番人気）� １６２７９（７番人気）
枠連票数 計 １９３５９４ 的中 （２－３） ５４０２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５０３６０ 的中 �� １７０８３７（１番人気）
馬単票数 計 ５３３６３７ 的中 �� ７９８８７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９３３７ 的中 �� ５６５５８（１番人気）�� １２８３７（６番人気）�� ４６３２（１５番人気）
３連複票数 計 ８５６７４４ 的中 ��� ２７４７８（７番人気）
３連単票数 計１５５７２９５ 的中 ��� １６９３１（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．８―１３．１―１３．１―１２．７―１２．５―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．３―４９．４―１：０２．５―１：１５．２―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４F５０．２―３F３７．５
１
３

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

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

�サクラキングオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム

２００６．３．１７生 牡４栗 母 サクラフォーエバー 母母 セダンフオーエバー ９戦１勝 賞金 ２０，６５０，０００円
初出走 JRA

※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 タムロチェスト号・ナムラハーン号・メイケイファルコン号・メイショウロッコー号・レジアス号
※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。



０４０８０ ２月２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ � ネオフリーダム 牡５鹿 ５７
５５ △国分 恭介伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５２６－１４１：１１．７ １５．８�

８１６ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社
松田牧場 ５００－ ２１：１２．２３ ３．６�

５９ ディアアゲイン 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５８＋ ２１：１２．６２� ８．１�
１２ マイネラロンハ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ４ 〃 クビ １９．２�
５１０ エルチョコレート 牡４黒鹿５７ 福永 祐一三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６８－ ６１：１２．８１	 ５．８�
６１２ オデットシチー 牝４黒鹿５５ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １１．６�
４７ ノボジュピター 牡４栗 ５７ 安藤 勝己�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ２１：１３．１１
 ４．７	
２３ � ディアディライト 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠寺田千代乃氏 加藤 征弘 英 Rockwell

Bloodstock ４７０－ ２１：１３．２� ２０．８

８１５� クレムリンエッグ 牡５栗 ５７ 和田 竜二�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm ５００± ０１：１３．４１� １４１．１�
３６ � マンテンテイオー 牡５栗 ５７ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４９０＋ ２１：１３．６１	 ７６．１�
１１ � ホウショウアビル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊芳賀 吉孝氏 牧浦 充徳 米 Green

Gates Farm ４７２－ ８１：１３．７クビ ４４．７
２４ バイオレントブルー 牝５鹿 ５５

５３ △松山 弘平 �ブルーマネジメント小崎 憲 新冠 タニグチ牧場 ４００＋ ２１：１３．８� ７７．７�
７１４ トップオブボストン 牡５鹿 ５７ C．ルメール 横瀬 寛子氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム B５５４＋ ２１：１４．０１� ９．７�

（仏）

３５ � デュークワンダー 牡４栗 ５７ 川田 将雅伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ
ワ牧場 B４９６－ ４１：１４．１クビ ３８．４�

７１３� メイショウフレアー 牡４青鹿５７ 北村 友一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４６８＋ １１：１４．３１ ３１．６�
６１１ パカパカグランプリ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三�グランプリ 須貝 尚介 新冠 カミイスタット ４５８＋ ６１：１６．１大差 ２１３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０４２，６００円 複勝： ４４，０３８，２００円 枠連： ２５，２３８，７００円

普通馬連： ７７，５６５，４００円 馬単： ５４，２４３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１８８，４００円

３連複： １０８，７８２，６００円 ３連単： １７０，３８４，６００円 計： ５３６，４８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４６０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ７６０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ７，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ２，２５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ８，８２０円 ３ 連 単 ��� ６０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２４０４２６ 的中 � １２０３８（７番人気）
複勝票数 計 ４４０３８２ 的中 � １９００１（７番人気）� １０８４６５（１番人気）� ４７３４４（４番人気）
枠連票数 計 ２５２３８７ 的中 （４－８） ２４７５１（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７５６５４ 的中 �� １７８４１（１１番人気）
馬単票数 計 ５４２４３１ 的中 �� ５１１７（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１８８４ 的中 �� ６９１６（９番人気）�� ３３４４（２６番人気）�� １６０９０（３番人気）
３連複票数 計１０８７８２６ 的中 ��� ９１１１（２９番人気）
３連単票数 計１７０３８４６ 的中 ��� ２０８６（１７３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．５―１２．０―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．５―３５．０―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオフリーダム �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 パークリージエント

２００５．４．８生 牡５鹿 母 ベストケーキ 母母 サクラギンガ ６戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 パカパカグランプリ号は，平成２２年３月２０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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ウォータールフラン号・エースデヨバン号・キクノフレヴァン号・クイックメール号・テイエムフラメンコ号・

マイネルフリーデン号・メイショウオーラ号
※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。



０４０８１ ２月２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第９競走 ��
��１，６００�こ ぶ し 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３１．５

良

良

３３ オウケンサクラ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４８８－ ２１：３５．３ ２．９�

２２ エアラフォン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 クビ １１．５�
５７ セレスロンディー 牡３青 ５６ 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４５８－ ４ 〃 ハナ ７．７�
８１２� エーシンウェズン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５１２＋ ４１：３５．５１� ４．０�
４５ 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 ５０６－ ８ 〃 クビ ５．１�
７１０ インプレッシヴデイ 牡３芦 ５６ 横山 典弘藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５００＋ ２１：３５．６� ２１．８�
７１１ アマファソン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：３５．９１	 ５３．７	
６９ タガノガルーダ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４４＋１８１：３６．０� １５．２

５６ テイエムキングダム 牡３青鹿５６ 浜中 俊竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 オリエント牧場 ４９０± ０１：３６．５３ ４３．１�
８１３ ピーチブローフィズ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ４１：３７．１３� ２０９．７
１１ ナリタブルースター 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 アタマ ９２．３�
６８ アグネスジャスパー 牝３黒鹿５４ C．ルメール 渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：３７．３１� １３．１�

（仏）

４４ 
 リオブランコ 牝３鹿 ５４ 永島 太郎白川 安人氏 大石 省三 浦河 室田 千秋 ４６２－ ８１：３７．５１ ２７７．８�
（兵庫） （兵庫）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，９７１，０００円 複勝： ７２，０１２，１００円 枠連： ２５，９４１，４００円

普通馬連： １３５，７７６，８００円 馬単： ９２，９９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２７７，５００円

３連複： １７１，７２４，１００円 ３連単： ３２３，１３４，１００円 計： ９１０，８３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（２－３） １，５３０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ４１０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 ��� １４，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４２９７１０ 的中 � １１７６５８（１番人気）
複勝票数 計 ７２０１２１ 的中 � １７８１２６（１番人気）� ５２５０５（５番人気）� １１９８０４（３番人気）
枠連票数 計 ２５９４１４ 的中 （２－３） １２５５１（８番人気）
普通馬連票数 計１３５７７６８ 的中 �� ６４８５６（５番人気）
馬単票数 計 ９２９９７０ 的中 �� ２８３３１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２７７５ 的中 �� １７７００（７番人気）�� ２９９２１（３番人気）�� １５８２９（８番人気）
３連複票数 計１７１７２４１ 的中 ��� ４０７７２（１０番人気）
３連単票数 計３２３１３４１ 的中 ��� １６０６６（４０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．０―１２．２―１２．２―１２．０―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．６―４７．８―１：００．０―１：１２．０―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウケンサクラ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．１１．２８ 京都４着

２００７．３．３１生 牝３鹿 母 ランフォザドリーム 母母 ミルフォードスルー ４戦２勝 賞金 １７，７３６，０００円
〔制裁〕 オウケンサクラ号の騎手安藤勝己は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番・１３番・１０番への進路影響）

オウケンサクラ号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（５番・９番への
進路影響）

※オウケンサクラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０８２ ２月２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

ひがしやま

東 山 特 別
発走１５時００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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ マイネルアトレ 牡５栗 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４６２± ０２：０２．２ １０．６�

６９ マイネルプリマス 牡４芦 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４９８－ ２ 〃 クビ ３．０�

６８ � ウォークラウン 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen
Associates ５０８－ ４２：０２．４１� ８．６�

４５ トップゾーン 牡４鹿 ５６ C．ルメール�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ３．９�
（仏）

７１１ クレスコワールド 牡６黒鹿５７ 福永 祐一堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７２－１２ 〃 アタマ ４．２�
４４ ヤマカツゴールド 牡４栗 ５６ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５６＋ ４２：０２．６	 １３．９	
５６ イイデエース 牝４鹿 ５４ 秋山真一郎 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４５６± ０２：０２．８１� １９．４

５７ グ リ フ ィ ス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４８０＋１２２：０３．２２
 ４６．９�
８１３ アキノカウンター 牡４栗 ５６ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４４２－１０ 〃 クビ ３４．３�
８１２� スリーキセキ 牝７青鹿５５ 武 幸四郎永井商事� 村山 明 静内 岡野牧場 ４８４－ ４２：０３．３クビ １３９．１
７１０ ジュウクリュウシン 牡５青鹿５７ 柴原 央明鈴木 幹次氏 昆 貢 浦河 林 孝輝 ４８８＋ ２ 〃 クビ ４９．８�
３３ シ ャ ロ ー ム 牡５栗 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４８＋ ６２：０３．４クビ １６３．１�
２２ � ブ チ カ マ シ 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４４８－ ４ 〃 クビ １４５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，１１６，７００円 複勝： ４９，５１３，８００円 枠連： ３１，４５８，７００円

普通馬連： １２９，８１３，７００円 馬単： ８６，５４４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，５２５，５００円

３連複： １５５，４７９，５００円 ３連単： ３１４，７３６，７００円 計： ８４１，１８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２６０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（１－６） １，０３０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，２３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� １９，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３４１１６７ 的中 � ２５３９４（５番人気）
複勝票数 計 ４９５１３８ 的中 � ３８８９３（５番人気）� １６５０６４（１番人気）� ４１６１４（４番人気）
枠連票数 計 ３１４５８７ 的中 （１－６） ２２７１７（５番人気）
普通馬連票数 計１２９８１３７ 的中 �� ８６９１４（４番人気）
馬単票数 計 ８６５４４９ 的中 �� ２１２７２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９５２５５ 的中 �� ２０６１０（４番人気）�� ７３５２（１５番人気）�� ２４６５６（３番人気）
３連複票数 計１５５４７９５ 的中 ��� ４２２５２（８番人気）
３連単票数 計３１４７３６７ 的中 ��� １１７８０（６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３７．１―５０．０―１：０３．０―１：１５．８―１：２７．９―１：３９．４―１：５０．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルアトレ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．７．２９ 小倉１着

２００５．３．１生 牡５栗 母 グリーンヒルケイ 母母 エスプリデイア １８戦４勝 賞金 ６１，１７２，０００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２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第１１競走
第１０３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，２１．２．２１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，２１．２．２０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 ９２４，０００円 ２６４，０００円 １３２，０００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

８１３ ブエナビスタ 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５８＋１２２：１４．４ １．５�

８１２ ジャガーメイル 牡６鹿 ５７ C．ルメール 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８０－ １２：１４．５� １５．９�
（仏）

５７ ドリームジャーニー 牡６鹿 ５９ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８＋１２２：１４．７１� ３．５�

１１ ホクトスルタン 牡６芦 ５７ 川田 将雅布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５２０＋１６２：１４．８� ３７．６�
３３ セラフィックロンプ 牝６青鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９６－ ２２：１４．９� ４２１．４�
７１１ トウショウシロッコ 牡７黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０－ ４２：１５．２１� ７１．４	
４４ 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 ４５８＋ ４２：１５．５２ ２１．３

５６ トップカミング 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７４＋ ６ 〃 アタマ ４１．１�
６９ アドマイヤコマンド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 アタマ １０７．４�
２２ サンライズマックス 牡６黒鹿５７ 武 豊松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５６± ０２：１５．７１ １６．８
４５ ミッキーパンプキン 牡４鹿 ５６ 福永 祐一野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５６＋ ２２：１６．０２ ５３．９�
６８ ニホンピロレガーロ 牡７鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５１０＋１４ 〃 クビ ２４６．４�
７１０ シルバーブレイズ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５６＋１４２：１６．１クビ ２３７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６９，６２８，２００円 複勝： ４３９，５７０，７００円 枠連： ８７，４１８，６００円

普通馬連： ５３５，５６４，３００円 馬単： ４６６，９５３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７３，０９５，０００円

３連複： ６４９，２８２，１００円 ３連単： ２，１６１，２３５，０００円 計： ４，６８２，７４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（８－８） １，２８０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １３０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ３，９８０円

票 数

単勝票数 計１６９６２８２ 的中 � ９３９９３１（１番人気）
複勝票数 計４３９５７０７ 的中 � ３１２７９９３（１番人気）� １１３１９５（５番人気）� ５９６７５８（２番人気）
枠連票数 計 ８７４１８６ 的中 （８－８） ５０５２６（４番人気）
普通馬連票数 計５３５５６４３ 的中 �� ３００５３１（４番人気）
馬単票数 計４６６９５３４ 的中 �� ２０６７７２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７３０９５０ 的中 �� ８８０９９（４番人気）�� ５４９４４８（１番人気）�� ４１３１９（１１番人気）
３連複票数 計６４９２８２１ 的中 ��� ５７１７１５（３番人気）
３連単票数 計２１６１２３５０ 的中 ��� ４０１６６９（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．６―１３．１―１２．６―１３．０―１２．９―１１．９―１１．７―１１．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．９―３６．５―４９．６―１：０２．２―１：１５．２―１：２８．１―１：４０．０―１：５１．７―２：０３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝４黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン １１戦６勝 賞金 ５６４，１０１，０００円
〔発走状況〕 ホワイトピルグリム号は，右前肢落鉄。発走時刻４分遅延。
※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２０日 晴 良 （２２京都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）

１０００万円以下；負担重量は，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

６１２ ティアップワイルド 牡４栗 ５７ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５１８± ０１：２４．５ ３．０�

２３ ルティラーレ 牡５栗 ５７ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４８２－ ４１：２４．６� ５．４�
６１１ マルブツサクラオー 牡５鹿 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４５６－１０１：２５．０２� １８．０�
４８ テイエムフルパワー 牡６栗 ５７ 福永 祐一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ ３４．０�
８１６ ハードウォン 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４６８＋ ２１：２５．１� ８６．８�
７１３ トウショウクエスト 牡５栗 ５７ 角田 晃一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４０＋ ４１：２５．２クビ ８．０�
３５ ドクターラオウ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２４－ ２１：２５．３� ５．８	
５１０ トップオブザロック 牡６黒鹿５７ 上村 洋行山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５２０－ ２１：２５．４� ２６７．８

２４ 	 アースリヴィング 牝４鹿 ５５ C．ルメール �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue

Farm, LLC ４７６＋ ４ 〃 ハナ ４．４�
（仏）

１２ チャームキャップ 牝５黒鹿５５ 吉田 豊タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５０－ ６１：２５．５� １８９．２�
８１５ ピサノガブリエル 
５黒鹿５７ 藤岡 佑介市川 義美氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４８０－１０１：２５．７� ２０１．３
５９ スノーマジック 牝４芦 ５５

５３ △松山 弘平 �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ７０．８�
４７ サンライズラッシュ 牡５栗 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４７４＋１０１：２６．０２ １６．６�
７１４ 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± ０１：２６．１クビ ４８．１�
１１ � シ テ ィ ボ ス 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４８０＋ ６１：２７．７１０ １９２．２�

（１５頭）
３６ ミ リ ア ム 牝４芦 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース池江 泰寿 追分 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４８，９０３，３００円 複勝： ７１，９７５，６００円 枠連： ４４，７１９，３００円

普通馬連： １６２，７５２，６００円 馬単： １０６，２１９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１１５，０００円

３連複： ２１４，３０９，１００円 ３連単： ４２６，２４９，６００円 計： １，１３１，２４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ４３０円 枠 連（２－６） ３４０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ９００円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� １７，５３０円

票 数

単勝票数 差引計 ４８９０３３（返還計 ７９２） 的中 � １３１３６７（１番人気）
複勝票数 差引計 ７１９７５６（返還計 １２６８） 的中 � ２１８１４５（１番人気）� １０３９９５（３番人気）� ２９３７５（８番人気）
枠連票数 差引計 ４４７１９３（返還計 １８４） 的中 （２－６） ９９８４７（１番人気）
普通馬連票数 差引計１６２７５２６（返還計 ４７３３） 的中 �� １６４２７５（２番人気）
馬単票数 差引計１０６２１９４（返還計 ３５１６） 的中 �� ５８５１４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５６１１５０（返還計 ２２７６） 的中 �� ５１７６９（２番人気）�� １４５８９（１０番人気）�� ７６１８（２１番人気）
３連複票数 差引計２１４３０９１（返還計 １１１０６） 的中 ��� ３４８３１（１４番人気）
３連単票数 差引計４２６２４９６（返還計 ２１５１８） 的中 ��� １７９５４（５０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．４―１２．３―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．４―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１０．１９ 京都５着

２００６．４．２０生 牡４栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド １２戦３勝 賞金 ３９，１００，０００円
〔出走取消〕 ミリアム号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※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） １頭 スズカアトラス号
（非抽選馬） ２頭 ピエナポパイ号・ユメイッポ号
※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。



（２２京都２）第７日 ２月２０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２８２，３１０，０００円
４，２６０，０００円
１６，０６０，０００円
２，２６０，０００円
２８，５９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，３４８，５００円
４，９２７，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
４６４，７６９，５００円
９６４，３５６，９００円
３２８，１３９，６００円
１，３９６，３５６，８００円
１，０９３，３８４，８００円
５０２，３４８，２００円
１，８０５，３０５，７００円
４，２１６，３６３，０００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 １０，７７１，０２４，５００円

総入場人員 ２８，６１４名 （有料入場人員 ２７，１７４名）




