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０１０４９ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

６１２ ベストリガーズ 牡３鹿 ５６ 木村 健 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：５５．１ ４８．８�
（兵庫）

２４ シ ー ラ イ フ 牝３芦 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５０２－ ４１：５６．１６ ２６．４�
５１０ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６ 岡部 誠ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 宮内牧場 ５０６＋ ６１：５６．３１ ４．９�

（愛知）

１２ カネトシリープイン 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ２．８�
６１１ アドマイヤスコール 牡３鹿 ５６ U．リスポリ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：５６．５１� ３．４�

（伊）

８１５ ド ナ リ ー ベ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠山田 貢一氏 須貝 尚介 新冠 若林牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ５７．９�
１１ ゼ ロ セ ン �３鹿 ５６ 酒井 学長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 ヒダカフアーム ４５０－ ４ 〃 ハナ ４９．０	
３６ セイプロスペリティ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４６０－ ２１：５６．８１� ９８．８

４７ ハコダテイチバン 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４５８± ０１：５７．２２� １６．５�
５９ ディープタッチ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二深見 敏男氏 田所 秀孝 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２－１６１：５７．４１ １６．１�
７１４ セイウンザイホウ 牡３鹿 ５６ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 新冠 競優牧場 ４６６＋ ２１：５７．６１� １３．３
４８ レ リ シ ェ ス 牝３栗 ５４ 小坂 忠士�日進牧場 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 ４４６＋ ２１：５７．７� ３８．１�
２３ タカノコウモン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４４２＋ ４１：５７．８� ２５５．２�
３５ サクラテリオス 牡３栗 ５６ 池添 謙一�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 新和牧場 ４５６－ ８１：５８．７５ ４８．９�
８１６ オースミラバー 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４９８－ ４１：５９．１２� ２７．７�
７１３ クードテアトル 牡３黒鹿５６ 上村 洋行�ターフ・スポート中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４６６＋ ４１：５９．９５ ２４５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５０７，９００円 複勝： ３０，６１３，３００円 枠連： １１，８９７，９００円

普通馬連： ４３，５４４，２００円 馬単： ３０，７２０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２８９，２００円

３連複： ６８，９５７，２００円 ３連単： １００，００１，３００円 計： ３２２，５３１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８８０円 複 勝 � ９００円 � ７１０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ３，３２０円

普通馬連 �� ４６，５１０円 馬 単 �� １２１，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，１３０円 �� ２，５７０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ７６，５３０円 ３ 連 単 ��� ７３８，０１０円

票 数

単勝票数 計 １５５０７９ 的中 � ２５０６（１０番人気）
複勝票数 計 ３０６１３３ 的中 � ７８３４（９番人気）� １０１５３（７番人気）� ４７４６８（３番人気）
枠連票数 計 １１８９７９ 的中 （２－６） ２６４７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４３５４４２ 的中 �� ６９１（６７番人気）
馬単票数 計 ３０７２０４ 的中 �� １８７（１４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２８９２ 的中 �� ５０８（７０番人気）�� ２０４５（２９番人気）�� ２８７２（２０番人気）
３連複票数 計 ６８９５７２ 的中 ��� ６６５（１５８番人気）
３連単票数 計１００００１３ 的中 ��� １００（１１５６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．９―１３．３―１３．６―１３．３―１２．８―１２．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．７―５０．０―１：０３．６―１：１６．９―１：２９．７―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストリガーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rainbow Quest デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神９着

２００８．２．１２生 牡３鹿 母 グリーティングス 母母 Kissing Cousin 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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 サンマルデピュティ号・ダノンハロー号・マイネルヴィゴーレ号・マイネルシトラス号・メダリオンスター号・

ユキノミラクル号・ローレルアドニス号
※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。

０１０５０ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

５１０ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６
５３ ▲川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４５２＋ ６１：１４．２ ６．４�

７１３� ウエストハーバー 牡３栗 ５６
５４ △高倉 稜加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５１０－ ４ 〃 クビ １０．１�
６１１ ジャマイカジョー 牡３黒鹿５６ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３０＋ ４１：１４．３� ４３．０�
５９ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４４０＋ ２１：１４．４� １５．０�
７１４ メイショウテンカイ 牡３芦 ５６ 鷹野 宏史松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 ４８２＋ ８１：１４．６１	 ２９．４�
４８ イツモジョウキゲン 牝３鹿 ５４ 岡部 誠小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４３８－ ４１：１４．７クビ ５５．０�

（愛知）

３５ ペプチドサファイア 牝３黒鹿５４ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６６＋ ２１：１４．８� １．６	
１２ イソノヴィーナス 牝３鹿 ５４ 畑端 省吾磯野 俊雄氏 鈴木 孝志 日高 有限会社

ケイズ ４１６± ０１：１５．２２� １０２．４

２４ ラブギャラクシー 牝３黒鹿５４ 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４３２－１２１：１５．３� ８．７�
３６ ダンツソレイユ 牡３鹿 ５６ 木村 健山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８２－ ４ 〃 ハナ ６８．４

（兵庫）

１１ マコトハドロン 牡３黒鹿５６ 小牧 太尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ４７６＋ ２ 〃 ハナ １１７．８�
６１２ フ ァ ワ ン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４６６－ ８１：１６．３６ １６５．８�
８１５ ドクトルスズカ 牡３鹿 ５６ U．リスポリ永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４８２＋３６１：１７．１５ ２０．０�

（伊）

４７ テイエムリニア 牡３栗 ５６ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 藤本ファーム ４８２± ０ 〃 ハナ １６３．２�
２３ キングラウレル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 中村 和夫 ４６２－ ４１：１７．３１� ３９６．０�
８１６ コウエイボルト 牡３栗 ５６ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４８２－ ２１：１８．２５ ８４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３９６，２００円 複勝： ５１，８６３，４００円 枠連： １１，７４０，２００円

普通馬連： ４１，９４８，５００円 馬単： ３４，４９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６３０，６００円

３連複： ５７，８９４，８００円 ３連単： １０２，９２７，７００円 計： ３３９，８９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ３８０円 � ４１０円 � １，５６０円 枠 連（５－７） １，３４０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２，５５０円 �� ４，２７０円

３ 連 複 ��� ２２，１１０円 ３ 連 単 ��� １０４，０６０円

票 数

単勝票数 計 １９３９６２ 的中 � ２４１３８（２番人気）
複勝票数 計 ５１８６３４ 的中 � ３８８２４（２番人気）� ３４７８７（３番人気）� ７８１９（９番人気）
枠連票数 計 １１７４０２ 的中 （５－７） ６４９７（５番人気）
普通馬連票数 計 ４１９４８５ 的中 �� １１６６４（７番人気）
馬単票数 計 ３４４９４９ 的中 �� ５９３２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６３０６ 的中 �� ６０４５（６番人気）�� １８６３（２４番人気）�� １０９９（３９番人気）
３連複票数 計 ５７８９４８ 的中 ��� １９３３（６１番人気）
３連単票数 計１０２９２７７ 的中 ��� ７３０（２４７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．２―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．２―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンオブジェ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．８．２８ 札幌９着

２００８．４．１１生 牡３栗 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック ５戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キングロンシャープ号・シゲルソウトク号・シュンライ号・ツルミアクセル号・ニューセレクト号
※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。

第１回　京都競馬　第５日



０１０５１ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６９ タガノリベラノ 牝３黒鹿５４ U．リスポリ八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４４６ ―１：５５．６ ８．４�
（伊）

５６ アウリーストーム 牡３黒鹿５６ 小牧 太平口 信行氏 谷 潔 浦河 大柳ファーム ４７２ ― 〃 アタマ ３０．４�
８１３ ウィキマジック 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 ５０４ ―１：５５．８１ １．５�
１１ ランスブレイク 牡３鹿 ５６ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤巻 則弘 ４７８ ― 〃 クビ ８．２�
３３ グレートディール 牡３青鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５００ ―１：５６．３３ １７．１�
６８ アールシネマスタア 牡３栗 ５６ 武 豊星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８０ ―１：５７．２５ １７．３�
５７ メイショウブリッジ 牝３鹿 ５４ 木村 健松本 好雄氏 武 宏平 安平 �橋本牧場 ５０４ ―１：５７．４１� １０３．３�

（兵庫）

８１２ アイアンテール 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介鎌田 博	氏 本田 優 新冠 柏木 一則 ４８６ ―１：５７．６１� ３１．３

４４ シルクハイボール 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４６４ ― 〃 クビ ６０．４�
７１０ アンダーザローズ 牡３黒鹿５６ 幸 英明加藤 守氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４９６ ―１：５７．８１� １４．２�
４５ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 岡部 誠大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９４ ―１：５７．９� ３０．０

（愛知）

２２ ワキノファイブ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４３６ ―１：５８．４３ ４６．９�
７１１	 アスターエナジー 
３芦 ５６ 中村 将之加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green

Stable ４７８ ―２：０２．７大差 １３３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，８８７，２００円 複勝： ３８，１１４，４００円 枠連： １２，６５３，１００円

普通馬連： ３６，８３９，１００円 馬単： ３３，００５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５０４，９００円

３連複： ４９，４９０，６００円 ３連単： ９１，２０４，０００円 計： ２９７，６９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２１０円 � ４７０円 � １１０円 枠 連（５－６） ４，８９０円

普通馬連 �� ９，０８０円 馬 単 �� １３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８５０円 �� ３００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� ５２，３９０円

票 数

単勝票数 計 １８８８７２ 的中 � １７８０９（３番人気）
複勝票数 計 ３８１１４４ 的中 � ２８３９１（３番人気）� ９８０５（８番人気）� ２１４２０５（１番人気）
枠連票数 計 １２６５３１ 的中 （５－６） １９１３（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３６８３９１ 的中 �� ２９９６（２６番人気）
馬単票数 計 ３３００５０ 的中 �� １８０８（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５０４９ 的中 �� ２０８６（２６番人気）�� １６７９８（２番人気）�� ６１２６（８番人気）
３連複票数 計 ４９４９０６ 的中 ��� ９２４３（１４番人気）
３連単票数 計 ９１２０４０ 的中 ��� １２８５（１４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．０―１４．０―１３．９―１３．６―１２．９―１２．０―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．３―３８．３―５２．２―１：０５．８―１：１８．７―１：３０．７―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タガノリベラノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rubiano 初出走

２００８．４．２８生 牝３黒鹿 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターエナジー号は，平成２３年２月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０１０５２ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４５ クィーンオブライフ 牝３鹿 ５４ 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ５０２± ０１：１３．８ ９．５�

６８ タイセイマグナム 牡３栗 ５６ 芹沢 純一田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 ５１４＋ ６１：１４．０１� １０４．９�
５６ タイセイファントム 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４３４－ ８ 〃 アタマ ８．７�
１１ ショウナンアリビオ 牡３栗 ５６ 池添 謙一国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ６．７�
２２ ホーマンルッツ 牡３栗 ５６ 川田 将雅久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４５０＋ ４１：１４．１� ４．３�
５７ アスカノバッハ �３黒鹿５６ 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０＋ ２１：１４．２� １６４．７�
４４ カリスマサンスカイ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５１０＋ ６ 〃 アタマ ２．６�
３３ オーバーヘッド 牡３栗 ５６ 小牧 太水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８６＋ ４１：１４．３クビ ２３．８	
６９ マ ル コ フ ジ 牡３栗 ５６ 和田 竜二岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ２５．２

７１１	 エルウェーオージャ 牡３青 ５６ 木村 健雑古 隆夫氏 橋本 忠男 新ひだか 加野牧場 B４７８＋１０１：１４．４クビ １６．６�

（兵庫） （兵庫）

８１３ ワイルドビート 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２１：１５．３５ ２０．２
７１０	 サカジロタイヨー 牡３鹿 ５６ 岡部 誠竹内 三年氏 川西 毅 日高 下河辺牧場 ４２８－ ５１：１５．６１� ６３．６�

（愛知） （愛知）

８１２ クランチタイム 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ４９６± ０１：１５．８１
 ２４．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０９，４００円 複勝： ３４，６７１，０００円 枠連： １４，５０５，５００円

普通馬連： ４７，９８９，５００円 馬単： ３５，２８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２２７，７００円

３連複： ７２，４４３，６００円 ３連単： １１２，８３６，５００円 計： ３６１，３６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３５０円 � ３，３００円 � ３１０円 枠 連（４－６） ２，３３０円

普通馬連 �� ４８，３９０円 馬 単 �� ９６，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，９３０円 �� ９４０円 �� １２，７１０円

３ 連 複 ��� １５３，２００円 ３ 連 単 ��� １，０９５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４０９４ 的中 � １７０１０（５番人気）
複勝票数 計 ３４６７１０ 的中 � ２７５９６（５番人気）� ２３４７（１２番人気）� ３２９３７（４番人気）
枠連票数 計 １４５０５５ 的中 （４－６） ４６０２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４７９８９５ 的中 �� ７３２（６１番人気）
馬単票数 計 ３５２８６２ 的中 �� ２７０（１２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２２７７ 的中 �� ５１０（５８番人気）�� ６４２１（９番人気）�� ４３８（６２番人気）
３連複票数 計 ７２４４３６ 的中 ��� ３４９（１８８番人気）
３連単票数 計１１２８３６５ 的中 ��� ７６（１１６７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．４―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．４―３６．８―４８．９―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クィーンオブライフ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．７．１０ 阪神６着

２００８．４．２０生 牝３鹿 母 シネマライフ 母母 デ イ オ ラ マ ７戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
※出走取消馬 オウエイバスター号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０１０５３ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１３ ダノンシャーク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４８＋ ６１：４９．５ ３．５�

１２ アドマイヤカーリン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 クビ １．８�
１１ ジェントルマン 牡３黒鹿５６ 池添 謙一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４７４－ ４１：４９．９２� ８．４�
４７ カレンミロティック 牡３栗 ５６ 和田 竜二鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４５８－１０１：５０．４３ １５．９�
５１０ タ イ タ ン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４７２± ０１：５０．６１� ３４．８�
８１５� ヴァーチュスター 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太市川 義美氏 藤原 英昭 米 Yoshimi

Ichikawa ４５２－１０１：５０．８１� ９１．３�
６１２ サンライズレガシー 牡３栗 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４４６－ ６１：５０．９クビ １１．１	
７１４ タガノエベンヌ 牝３黒鹿５４ 岡部 誠八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８＋１０１：５１．２２ １０９．３

（愛知）

６１１ ジュエリーキッス 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７２－１０ 〃 アタマ ４６９．６�
５９ アイドルバイオ 牝３青 ５４ U．リスポリバイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２６－ ２１：５１．３クビ ４６．２�

（伊）

４８ ミエノスペシャル 牝３青鹿５４ 太宰 啓介里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 ４２８± ０１：５１．５１� １２５．５
３５ マルカファントム 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ １６２．７�
２３ マリアンヌシチー 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 日高 幾千世牧場 ４２６－１０１：５２．３５ ２２４．４�
８１６ スプリングディナン 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 ４５４± ０１：５２．４クビ ５５５．４�
２４ ヴァレノーヴァ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 新冠 パカパカ

ファーム ４７０－ ６１：５３．２５ ２１．３�
３６ シ ュ ン サ チ 牝３鹿 ５４ 幸 英明石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４４－ ２１：５４．２６ ３６５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９９１，１００円 複勝： ６２，２４２，７００円 枠連： １８，０８９，９００円

普通馬連： ６２，５４２，０００円 馬単： ４７，０２７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７７１，７００円

３連複： ８５，０４１，６００円 ３連単： １６３，８６８，７００円 計： ４９４，５７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（１－７） ２２０円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２６９９１１ 的中 � ６１９４５（２番人気）
複勝票数 計 ６２２４２７ 的中 � ９９２２１（２番人気）� ３３６６９３（１番人気）� ５１６６６（３番人気）
枠連票数 計 １８０８９９ 的中 （１－７） ６３３３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２５４２０ 的中 �� ２１３０４２（１番人気）
馬単票数 計 ４７０２７１ 的中 �� ５２３５８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７７１７ 的中 �� ７１０４７（１番人気）�� １３３５６（５番人気）�� ３０２８１（２番人気）
３連複票数 計 ８５０４１６ 的中 ��� １２４７４８（１番人気）
３連単票数 計１６３８６８７ 的中 ��� ４９６３９（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３６．３―４９．１―１：０２．５―１：１５．１―１：２６．７―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシャーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．２ 阪神２着

２００８．３．９生 牡３鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュンサチ号は，平成２３年２月１５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。
（非抽選馬） ３頭 コウエイオトメ号・シゲルリジチョウ号・テラノイーグル号
※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。

０１０５４ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

７１３ ナムラカメーリア 牝３鹿 ５４
５２ △高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 日高 豊洋牧場 ４３４ ―１：３６．６ ９．２�

２３ テイクザサン 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４１８ ―１：３７．１３ ４．５�
２４ エカルラート 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：３７．２クビ ３．９�
６１１ エーシンミモザ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４６２ ―１：３７．４１� ２９．６�
７１４ アカネカブリ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 村田牧場 ４３０ ―１：３７．６１� ３９．２�
３５ シンコーロマン 牝３芦 ５４ 熊沢 重文豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４７６ ―１：３７．７� ６０．１	
８１６ アドマイヤエレノア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４１２ ―１：３７．９１� ４．０

４８ メイショウチャンプ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４６ ―１：３８．１１� １０．５�
６１２ ケンエピソード 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平中西 健造氏 大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４３４ ―１：３８．５２� １８１．２�

５９ エアジュプロンサ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �ラッキーフィールド大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：３８．６クビ ６．０
１１ メイショウチグサ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４７２ ―１：３８．７� ３５．４�
３６ ショウナンアピア 牝３青 ５４ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４２２ ―１：３９．６５ ３７．７�
１２ アイファーシンシア 牝３鹿 ５４ 上野 翔中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 辻 牧場 ４００ ―１：３９．９２ １８０．２�
４７ ブ ル ラ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎藤田 孟司氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２ ―１：４０．３２� １７７．９�
８１５ タマモビーナス 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４２０ ―１：４０．６１� １５１．８�

（１５頭）
５１０ ボ ル ツ ァ ノ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介渡邉 光典氏 本田 優 新ひだか 大典牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，１４７，３００円 複勝： ２８，４９５，１００円 枠連： １６，１８０，６００円

普通馬連： ４４，３２７，１００円 馬単： ３２，６３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１６８，０００円

３連複： ６１，４６６，８００円 ３連単： １０１，５３８，４００円 計： ３２５，９５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（２－７） ７５０円

普通馬連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ６１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 ��� ２２，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２１１４７３ 的中 � １８２２６（５番人気）
複勝票数 計 ２８４９５１ 的中 � ２４８５９（６番人気）� ４３０８４（３番人気）� ５７７００（１番人気）
枠連票数 計 １６１８０６ 的中 （２－７） １６１０５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４４３２７１ 的中 �� １３２３０（１１番人気）
馬単票数 計 ３２６３３６ 的中 �� ４１５９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１６８０ 的中 �� ５２９１（１３番人気）�� ８１７０（７番人気）�� １２４１５（４番人気）
３連複票数 計 ６１４６６８ 的中 ��� １６８６２（８番人気）
３連単票数 計１０１５３８４ 的中 ��� ３３３９（６７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．６―１２．８―１２．４―１２．１―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．１―４７．９―１：００．３―１：１２．４―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラカメーリア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 King’s Best 初出走

２００８．４．２６生 牝３鹿 母 ベストタッセルド 母母 Tasseled １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔出走取消〕 ボルツァノ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 アドマイヤエレノア号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 アキノスプレンダー号・エアワンピース号・サクラシオン号・ジパングキャンドル号・ナリタカサブランカ号・

ハイライトリール号・フェリスヴァーズ号・マスコットウイング号・ミラクルベリー号



０１０５５ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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
１：２１．８

重

稍重

２３ ナリタシルエット 牝４黒鹿５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６６＋１６１：２５．３ １１．３�

１１ ダイヤモンドムーン 牝４黒鹿５４ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５０８＋１８１：２５．６２ ５．８�
６１２ チャームドリーム 牝５鹿 ５５ U．リスポリタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０６＋ ８１：２５．８１� １９．０�

（伊）

３５ ヴェリタスローズ 牝４青 ５４
５３ ☆松山 弘平松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５６± ０１：２６．１２ １７．０�

１２ � オ ウ ハ 牝５芦 ５５ 赤木高太郎�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４４８－ ２１：２６．２クビ ３４．６�
８１６� エーシンアガペー 牝４青 ５４ 福永 祐一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 ４５２－１０ 〃 クビ ２４．９	
５９ ピサノプリヴェ 牝５栗 ５５ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ８１：２６．４１� ２．７

７１３ テーオールネサンス 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４８０＋ ４１：２６．５クビ １４．９�
７１４ メイショウスズラン 牝４栗 ５４ 川田 将雅松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８８＋ ８１：２６．７１� ３４．３�
２４ カクテルローズ 牝４鹿 ５４ 高橋 亮��昭牧場 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４６４＋ ８１：２６．９１� ６７．２
３６ フーカットザチーズ 牝４芦 ５４ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３６－ ８１：２７．０� ３６．５�
５１０ ウィザースプーン 牝５鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦 �キャロットファーム 小島 貞博 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－ ２１：２７．６３� １１．９�

４７ プリンセスエリー 牝４黒鹿５４ 池添 謙一�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４９２＋１０１：２７．７クビ ２７．９�
４８ エアフュージョン 牝４青鹿５４ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド大久保龍志 安平 追分ファーム ４４２± ０１：２８．０１� １１９．６�
８１５ ストレンジラブ 牝４鹿 ５４ 藤田 伸二鈴木 義孝氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４７６＋ ２１：２８．４２� ５．７�
６１１ ア ル テ ミ ス 牝４栗 ５４

５３ ☆国分 恭介橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５２８＋１４１：３０．２大差 ２７７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５９７，８００円 複勝： ４０，２５８，８００円 枠連： １９，３９３，９００円

普通馬連： ７２，８１６，０００円 馬単： ４５，４３１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４１９，７００円

３連複： ９８，５８８，３００円 ３連単： １４９，８８６，６００円 計： ４８１，３９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３４０円 � ２２０円 � ４８０円 枠 連（１－２） １，８００円

普通馬連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ３，７５０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� １９，９１０円 ３ 連 単 ��� ９２，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２４５９７８ 的中 � １７１５９（４番人気）
複勝票数 計 ４０２５８８ 的中 � ３０９４０（４番人気）� ５４８３９（２番人気）� ２００４９（７番人気）
枠連票数 計 １９３９３９ 的中 （１－２） ７９７２（７番人気）
普通馬連票数 計 ７２８１６０ 的中 �� １８７００（９番人気）
馬単票数 計 ４５４３１３ 的中 �� ５３７１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４１９７ 的中 �� ８３２０（８番人気）�� １９４１（４９番人気）�� ４５９３（１９番人気）
３連複票数 計 ９８５８８３ 的中 ��� ３６５６（６８番人気）
３連単票数 計１４９８８６６ 的中 ��� １１９９（２９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．１―３４．８―４７．３―５９．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
３ ３，１０，１４（７，１５）１（２，９）（５，６）（４，１１）１６，１３（８，１２） ４ ３，１０，１４（７，１，１５）２（５，９）４（１６，６）１３（８，１２）－１１

勝馬の
紹 介

ナリタシルエット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．３１ 京都２着

２００７．５．１５生 牝４黒鹿 母 ナリタレインボウ 母母 オオシマルチア ４戦２勝 賞金 １７，２００，０００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） １頭 トップオブザヘヴン号
（非抽選馬） ２頭 ビーチパーティー号・ラブソネット号
※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。

０１０５６ １月１５日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都１）第５日 第８競走 ��３，１７０�

うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走１４時１０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・
GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード３：２８．４良・良

６１０ テイエムハリアー 牡５芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４６６＋ ４３：３２．２ ３．６�

７１１ ランヘランバ 牡８黒鹿６０ 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４７２＋１８３：３２．６２� １．５�
３３ マサノブルース �４鹿 ５９ 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４３２－ ６３：３３．４５ １４．６�
４５ スズカスペンサー 牡６栗 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５０＋ ４３：３５．５大差 ２５．８�
６９ マーブルジーン 牡７黒鹿６０ 小坂 忠士下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９６＋ ４３：３５．７１� ２８．０�
５７ � アナザースター 牡６黒鹿６０ 岩崎 祐己山上 和良氏 田島 良保 静内 畠山牧場 ４６４＋１４３：３５．８クビ ６９．２�
４６ ファンドリリーダー 牡５鹿 ６０ 南井 大志水戸 富雄氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４７０－ ４３：３５．９� １６８．８�
７１２ ドングラシアス 牡７黒鹿６０ 高田 潤山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５２８＋ ６３：３６．１１� １９．２	
３４ 	� ジャイアンツエール 牡９青鹿６０ 穂苅 寿彦栗坂 崇氏 根本 康広 愛 Round

Hill Stud ５７８－ ６３：３６．５２� ８８．４

２２ スーパーヴァイザー 牡７栃栗６０ 林 満明前田 幸治氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ５３２± ０３：３７．０３ １７５．５�
１１ メイショウサンドラ 牝５鹿 ５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 赤田牧場 ４４２－１２３：３７．２１ １１０．０�
８１３ ヒシカツヒトリタビ 牡４芦 ５９ 西谷 誠阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ５１０± ０ 〃 クビ １０８．５
５８ テイケイプリオール 牡６黒鹿６０ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４７２＋ ４ （競走中止） ２１．７�
８１４ シーアクロス 牡６鹿 ６０ 植野 貴也藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１６－ ８ （競走中止） １０２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，３１１，７００円 複勝： ５７，７２５，２００円 枠連： １８，６２１，６００円

普通馬連： ６０，４３８，０００円 馬単： ５８，３４９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１０８，６００円

３連複： ８４，３４１，１００円 ３連単： ２１０，５９９，１００円 計： ５４３，４９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（６－７） １７０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３９０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２６３１１７ 的中 � ５８４４３（２番人気）
複勝票数 計 ５７７２５２ 的中 � ９９０６７（２番人気）� ３６６５９３（１番人気）� ２５１９４（３番人気）
枠連票数 計 １８６２１６ 的中 （６－７） ８１９８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０４３８０ 的中 �� ２３６２７２（１番人気）
馬単票数 計 ５８３４９５ 的中 �� ７３５７１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１０８６ 的中 �� ７５３５９（１番人気）�� １３１１６（４番人気）�� １４０５６（３番人気）
３連複票数 計 ８４３４１１ 的中 ��� ９０７８６（２番人気）
３連単票数 計２１０５９９１ 的中 ��� ４９５２２（８番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５１．２－３F ３７．９
コーナー
通過順位

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

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

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５芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：７戦４勝 賞金 ７９，６４８，０００円
〔競走中止〕 シーアクロス号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

テイケイプリオール号は，２周目７号障害〔いけ垣〕飛越後に騎手がバランスをくずし，２周目４コーナーで落馬したため競
走中止。

※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。
（非抽選馬） ３頭 クリノイマジン号・プライドイズハート号・マイネルアルセーヌ号



０１０５７ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第９競走 ��
��２，０００�

お う さ か や ま

� 坂 山 特 別
発走１４時４０分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．１．１６以降２３．１．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

６９ ナリタシャトル 牡６黒鹿５６ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５１４＋ ８２：０１．５ ９．１�

５７ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５５ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７６＋１４２：０１．６� ６．４�
２２ サクラエルドール 牡４青 ５４ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４９４± ０２：０１．７� ４．４�
８１４ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５５ 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ７．１�
３４ メイショウジンム 牡５鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ １５．３�
７１２ スマートグリッド 牡４鹿 ５４ 小牧 太大川 徹氏 宮 徹 日高 千葉飯田牧場 ５１４＋ ８２：０１．８クビ ３４．３�
５８ � サンマルエミネム 牡５鹿 ５４ 野元 昭嘉相馬 勇氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８６± ０２：０２．０１ ４２．１	
１１ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５１ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４４＋ ６２：０２．２１� ８７．３

７１１� ハギノアスラン 	７鹿 ５５ U．リスポリ日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４５４－ ４ 〃 クビ １０．１�

（伊）

６１０ セイクリッドセブン 牡４栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ２２：０２．３クビ ５．８

４５ アドマイヤプレミア 牡４芦 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４１６＋ ４２：０２．４� １８．４�
８１３ ニシノラブキング 牡５栗 ５４ 北村 友一西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ２３．５�
４６ ニシノメルモ 牝４青鹿５２ 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４７０＋１８２：０２．５クビ １３．９�
３３ キンショーオトヒメ 牝６栗 ５２ 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４６＋ ２２：０３．０３ １７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，２０１，０００円 複勝： ４４，１２９，２００円 枠連： ２３，２７７，８００円

普通馬連： １０７，９７０，４００円 馬単： ５７，８１５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，８９２，９００円

３連複： １４４，２５７，２００円 ３連単： ２３５，９６２，９００円 計： ６７６，５０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２８０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（５－６） １，０９０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� １，０００円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，０００円 ３ 連 単 ��� ３３，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２６２０１０ 的中 � ２２８８５（５番人気）
複勝票数 計 ４４１２９２ 的中 � ３６２３６（６番人気）� ６３４２６（２番人気）� ７１０１０（１番人気）
枠連票数 計 ２３２７７８ 的中 （５－６） １５８５９（３番人気）
普通馬連票数 計１０７９７０４ 的中 �� ３００３６（９番人気）
馬単票数 計 ５７８１５２ 的中 �� ８９２８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６８９２９ 的中 �� ９９３３（６番人気）�� ８９１６（９番人気）�� １４５５１（１番人気）
３連複票数 計１４４２５７２ 的中 ��� ２１２９６（７番人気）
３連単票数 計２３５９６２９ 的中 ��� ５１５８（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３６．３―４９．３―１：０２．１―１：１５．０―１：２６．８―１：３８．０―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００７．８．１１ 札幌９着

２００５．３．１５生 牡６黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero ３９戦３勝 賞金 ４９，６９２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０１０５８ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

いわしみず

石清水ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５９ クレバートウショウ 牡５鹿 ５７ 武 豊田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５０４＋ ２１：３５．４ ６．３�

２３ レインボーペガサス 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５１０＋ ４１：３５．６１� ５．７�
３４ ミッキーパンプキン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５４± ０１：３５．８１� ３．６�
７１３ ドリームゼニス 牡５栗 ５７ U．リスポリセゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１８＋ ４１：３５．９	 ４．６�

（伊）

５８ カネトシディオス 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３８－ ４１：３６．０クビ ７．０�
２２ ショウナンタキオン 牡８栗 ５７ 岡部 誠国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ５０２＋ ２１：３６．１	 ８６．２	

（愛知）

４６ タイガーストーン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０８－ ２１：３６．２� ２９．２

６１１ エーシンビーセルズ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠�栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４７８＋ ２１：３６．３	 １１．６�
８１５ ワイドサファイア 牝５鹿 ５５ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：３６．４	 １６．０�
７１２ ピエナポパイ 牡６栗 ５７ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５１０＋ ２ 〃 アタマ ２４．７
３５ プリマフォルツァ 牝６栗 ５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：３６．７２ １９０．３�
６１０ ロリンザーユーザー 牡７鹿 ５７ 国分 恭介ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５２０＋ ８１：３６．８クビ １１３．７�
１１ ホッコービクトリー 牡６栗 ５７ 小牧 太矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ４９２－ ８１：３７．０１� ３７．４�
４７ ナリタキングパワー 牡６栗 ５７ 岩崎 祐己�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５４６＋１８１：３７．１� ４０５．２�
８１４ アマノトレンディー 牡８栗 ５７ 藤岡 康太中村 孝氏 湯窪 幸雄 門別 法理牧場 ４７４－ ６１：３７．３１� １１６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，６８２，９００円 複勝： ６３，５１２，９００円 枠連： ３１，６４１，５００円

普通馬連： １４５，７２５，６００円 馬単： ８１，４３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，７５９，７００円

３連複： １８１，１３４，８００円 ３連単： ３２８，８２９，５００円 計： ９１７，７２３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（２－５） １，０２０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ４，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ４８０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 ��� １７，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３７６８２９ 的中 � ４７１８８（４番人気）
複勝票数 計 ６３５１２９ 的中 � ７１３７８（５番人気）� ９０９３０（３番人気）� １３７７３９（１番人気）
枠連票数 計 ３１６４１５ 的中 （２－５） ２３１１７（５番人気）
普通馬連票数 計１４５７２５６ 的中 �� ５３４８５（８番人気）
馬単票数 計 ８１４３６２ 的中 �� １４９２１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７７５９７ 的中 �� １５６９２（１１番人気）�� ２４５６７（３番人気）�� ３１８１０（２番人気）
３連複票数 計１８１１３４８ 的中 ��� ５６０８５（４番人気）
３連単票数 計３２８８２９５ 的中 ��� １４１３１（４１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．２―１２．６―１１．８―１１．２―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．７―４９．３―１：０１．１―１：１２．３―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバートウショウ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．２．８ 京都６着

２００６．４．１６生 牡５鹿 母 ヤマノトウショウ 母母 ダイナソシエ １４戦５勝 賞金 ６４，０８５，０００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。



０１０５９ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�

や ま と

大和ステークス
発走１５時４５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬
は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

２３ ダノンカモン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ８１：２４．０ ２．１�

４８ ナムラタイタン 牡５栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５２２＋１０１：２４．１� ３．０�
８１６ アーリーロブスト 牡５鹿 ５５ 太宰 啓介�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０６＋ ４１：２４．３１� ９．８�
１１ セレスハント 牡６栗 ５８ 福永 祐一岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８８＋ ６１：２４．４	 ４０．０�
３５ 
 アンダーカウンター 牡６栗 ５５ 安藤 勝己加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５２２＋ ６１：２４．５	 １７．０�
１２ メイショウセンゴク 牡６栗 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７８＋ ６１：２４．８１� １５５．０	
５９ セイカアレグロ 牡６鹿 ５６ 藤岡 佑介久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５１０＋１０１：２５．０１ ８１．４

２４ マルブツイースター 牡６鹿 ５５ 国分 恭介大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７６－ ６ 〃 アタマ １７９．３�
７１３ ロングプライド 牡７鹿 ５６ 小牧 太中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５３２＋ ６１：２５．２１	 ２１７．６�
４７ ナンヨーヒルトップ 牡６栗 ５５ 幸 英明中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ５２２－ ６１：２５．４１ ２６１．２
６１２ ユウキタイティ 牡７栗 ５６ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５１８＋１４ 〃 クビ ３２４．３�
６１１� フミノパシフィック 牡６栗 ５５ 小林 徹弥谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 B５１０＋１２１：２５．５クビ １３４．４�
５１０ トーホウドルチェ 牝６黒鹿５６ 川島 信二東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４４６－ ４１：２５．７１	 ３５．５�
８１５ ペプチドルビー 牝６鹿 ５３ 岩田 康誠沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４７６－ ２１：２５．９１	 １２．５�
７１４ コロナグラフ 牡６鹿 ５６ 池添 謙一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０４＋１０１：２６．１１� １２１．７�
３６ ケイアイテンジン 牡５栗 ５５ 四位 洋文 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７２－ ６１：２６．２� １０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，８８４，６００円 複勝： ８２，５８５，５００円 枠連： ６７，４４９，２００円

普通馬連： ２７６，３７９，４００円 馬単： １７１，６０１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８５，５０９，４００円

３連複： ３６３，９７４，６００円 ３連単： ８１２，５０８，５００円 計： １，９２５，８９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ２８０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ３８０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ３，１３０円

票 数

単勝票数 計 ６５８８４６ 的中 � ２５４２８６（１番人気）
複勝票数 計 ８２５８５５ 的中 � ２７４４５１（１番人気）� １７２７２５（２番人気）� ６３９６８（５番人気）
枠連票数 計 ６７４４９２ 的中 （２－４） １７８９３５（１番人気）
普通馬連票数 計２７６３７９４ 的中 �� ７４１１７０（１番人気）
馬単票数 計１７１６０１４ 的中 �� ２２２９１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５５０９４ 的中 �� １７８８５８（１番人気）�� ４８７６７（３番人気）�� ２８９８７（８番人気）
３連複票数 計３６３９７４６ 的中 ��� ２５８００１（３番人気）
３連単票数 計８１２５０８５ 的中 ��� １９１９６１（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２３．１―３５．３―４７．７―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンカモン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Ogygian デビュー ２００８．９．６ 新潟１着

２００６．２．８生 牡５黒鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck ２０戦６勝 賞金 １５９，１３１，０００円
〔制裁〕 マルブツイースター号の騎手国分恭介は，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５０，０００円。（１０番・６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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 クイックリープ号・タマモクリエイト号・トーホウオルビス号・メイショウシャフト号・ワンダーポデリオ号・

ワールドワイド号

０１０６０ １月１５日 曇 良 （２３京都１）第５日 第１２競走 ��１，８００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６９ シ ャ ア 牡５栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６２－ ４１：５３．２ ２．４�

５７ キ ラ ウ エ ア 牡４黒鹿５６ 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ３．６�

４５ ローレルレヴァータ �４鹿 ５６ 岡部 誠 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６０＋ ２１：５３．６２� ６２．０�
（愛知）

３３ セトノメジャー 牡４鹿 ５６
５４ △高倉 稜難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８８－ ８１：５３．９２ ６８．３�
７１０ バトルブリンディス 牡６青鹿５７ 岩田 康誠宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６６± ０１：５４．２１� ８．７�
４４ タガノアッシュ 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２＋ ２１：５４．３� ５０．３	
６８ � レ ア メ タ ル 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介
ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下
ファーム B４８０＋ ６１：５４．４クビ ５１．７�

５６ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４８０＋２０ 〃 ハナ ２０．４�
２２ ロードイノセント 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム ５８４＋ ２ 〃 クビ ５．４
８１２ スーサンストリーム 牡４芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５８＋ ４１：５４．５クビ ２０．１�
８１３� サンレイハスラー 牡５鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５０８＋ ２１：５４．７１ ３８．４�
１１ ヒミノプリンセス 牝６黒鹿５５ 幸 英明佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５４０＋ ２１：５４．８� ６２．７�
７１１� ウインベルセルク 牡５鹿 ５７ 福永 祐一�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４９８－ ２１：５４．９� ２２．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，２３４，３００円 複勝： ６７，５４６，８００円 枠連： ３３，８２１，６００円

普通馬連： １５７，０７１，２００円 馬単： ９３，６８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，２４４，４００円

３連複： ２１７，１９６，５００円 ３連単： ４５２，０５７，１００円 計： １，１２４，８６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ８４０円 枠 連（５－６） ３４０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２，２７０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ５，７９０円 ３ 連 単 ��� １７，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４４２３４３ 的中 � １５０９１３（１番人気）
複勝票数 計 ６７５４６８ 的中 � １８２５５７（１番人気）� １４９４６９（２番人気）� １２１５４（１２番人気）
枠連票数 計 ３３８２１６ 的中 （５－６） ７３９２２（１番人気）
普通馬連票数 計１５７０７１２ 的中 �� ３１５９１１（１番人気）
馬単票数 計 ９３６８８３ 的中 �� １０５１０５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９２４４４ 的中 �� １００５００（１番人気）�� ５３９３（３０番人気）�� ５６３８（２９番人気）
３連複票数 計２１７１９６５ 的中 ��� ２７６８５（１８番人気）
３連単票数 計４５２０５７１ 的中 ��� １８７３９（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．４―５０．８―１：０３．８―１：１６．４―１：２８．９―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．８
１
３

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

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

シ ャ ア �
�
父 ツルマルボーイ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．３．２８ 中京１４着

２００６．５．２１生 牡５栗 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ ２６戦４勝 賞金 ７７，５３８，０００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。



（２３京都１）第５日 １月１５日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３４，７３０，０００円
３，２２０，０００円
１１，８６０，０００円
１，９３０，０００円
２２，２００，０００円
６２，３０４，０００円
５，２７６，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３４７，２５１，４００円
６０１，７５８，３００円
２７９，２７２，８００円

１，０９７，５９１，０００円
７２１，４８９，１００円
４１７，５２６，８００円

１，４８４，７８７，１００円
２，８６２，２２０，３００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 ７，８１１，８９６，８００円

総入場人員 １４，３２３名 （有料入場人員 １３，０６７名）


