
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０１０８５ １月２３日 曇 良 （２３京都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

６６ アフリカンハンター 牡３栗 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４９０－ ６１：１３．８ １．５�

７９ マッキンリー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 ５１４＋ ４１：１４．０１� ３．１�
３３ メイショウサリマン 牡３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７８－ ６１：１４．１クビ ４９．５�
８１１ シゲルシュサ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３６± ０１：１４．５２� １８．９�

１１ シゲルソウトク 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 築紫 洋 ４２２＋ ２１：１４．６� １２．７�

６７ アスクドラゴン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰廣崎 利洋氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 ４５６± ０１：１５．６６ ９１．２�
５５ チョウイケイケ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 中地 康弘 ４７４＋ ４１：１５．９２ ２６．９�

（愛知）

４４ スプリングディナン 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 ４５４± ０１：１６．１１� １２７．４	
（愛知）

２２ イズミシリウス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎斉藤 猛氏 安達 昭夫 日高 貞廣牧場 ４５０－ ２１：１６．３１� ２６０．１

８１０ ソングアンドダンス 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 ４２２－ ８１：１６．７２� ３５．６�
７８ ナムラシャングリラ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ３８８－ ８１：１８．１９ ３３５．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，６４４，３００円 複勝： ６３，３９８，８００円 枠連： ９，８０５，６００円

普通馬連： ４０，６１４，０００円 馬単： ４４，０４８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０６８，５００円

３連複： ４８，７８０，５００円 ３連単： １３３，２９３，７００円 計： ３７７，６５３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � ４３０円 枠 連（６－７） １５０円

普通馬連 �� １４０円 馬 単 �� １９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� ５１０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� １，５６０円

票 数

単勝票数 計 １５６４４３ 的中 � ８６０１８（１番人気）
複勝票数 計 ６３３９８８ 的中 � ４６７４９５（１番人気）� ８５８５８（２番人気）� ８０６７（６番人気）
枠連票数 計 ９８０５６ 的中 （６－７） ４９８１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０６１４０ 的中 �� ２２２３４０（１番人気）
馬単票数 計 ４４０４８３ 的中 �� １７３６３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０６８５ 的中 �� １１８２００（１番人気）�� ５２４３（８番人気）�� ４５０５（１１番人気）
３連複票数 計 ４８７８０５ 的中 ��� ４１１０４（５番人気）
３連単票数 計１３３２９３７ 的中 ��� ６３３３６（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．０―１２．５―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．３―３６．３―４８．８―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフリカンハンター 
�
父 アグネスタキオン 

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神１３着

２００８．４．２７生 牡３栗 母 チ ー タ ー 母母 Stepping High ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラシャングリラ号は，平成２３年２月２３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。

０１０８６ １月２３日 晴 良 （２３京都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

８１５ マイネルティンラン 牡３栗 ５６ 吉田 稔 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４３４± ０１：５６．５ ２３．２�

（愛知）

２４ コ ル ー ジ ャ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４９２－ ６１：５６．７１� ５．９�
４７ メイショウカイオウ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４－１６１：５７．２３ ３３．６�
８１６ エースチョウサン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４３４－ ４１：５７．４１ ４６．９�
３６ バンブーチェルシー 牡３青鹿５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ３．７�
５１０ ユキノミラクル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４８４－ ４ 〃 アタマ ３３．１	
３５ シンワカントリー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム ４９２－ ４１：５７．６１ ７２．７


７１４ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ７．７�
１２ ダノンハロー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：５７．８１ ４．９�
６１１ エーティーブラボー 牡３栗 ５６ 安部 幸夫荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 石川 新一 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ６５．３

（愛知）

２３ メイショウヤマカゼ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４６６＋ ２１：５７．９� ４．４�

７１３ コアレスドラード 牡３栗 ５６ 長谷川浩大小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４２－ ６１：５８．０� １１０．０�
４８ サウンドジャーニー 牡３栗 ５６ 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 日高 日高大洋牧場 ４７０－ ８１：５８．４２� ３７．０�
５９ カシノエイカン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６６－ ４１：５８．５� １０７．５�
６１２ ローレルアドニス 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 ５０４－ ４１：５９．２４ ２３．４�
１１ ホワイトシャーク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮坂東島繁藤氏 高橋 隆 鹿児島 坂東島 繁藤 ４２２＋ ２１：５９．３� ９８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６９５，５００円 複勝： ２５，７５４，１００円 枠連： １３，７２７，２００円

普通馬連： ３９，０２８，５００円 馬単： ２４，８２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４６３，４００円

３連複： ５８，４８８，９００円 ３連単： ８６，５７３，６００円 計： ２８２，５５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ６００円 � ２２０円 � ６３０円 枠 連（２－８） １，５００円

普通馬連 �� ５，１５０円 馬 単 �� １５，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ５，１２０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ４３，２１０円 ３ 連 単 ��� ２４３，８６０円

票 数

単勝票数 計 １４６９５５ 的中 � ４９９７（６番人気）
複勝票数 計 ２５７５４１ 的中 � １０３０１（６番人気）� ３８６７７（３番人気）� ９６３１（９番人気）
枠連票数 計 １３７２７２ 的中 （２－８） ６７７８（６番人気）
普通馬連票数 計 ３９０２８５ 的中 �� ５５９５（１３番人気）
馬単票数 計 ２４８２７５ 的中 �� １１６３（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４６３４ 的中 �� ２４８１（２４番人気）�� ９１９（４７番人気）�� ２８０８（１８番人気）
３連複票数 計 ５８４８８９ 的中 ��� ９９９（１１９番人気）
３連単票数 計 ８６５７３６ 的中 ��� ２６２（６５４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１３．７―１３．６―１３．４―１２．９―１３．０―１３．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３７．６―５１．２―１：０４．６―１：１７．５―１：３０．５―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．０
１
３
８，１１，１２，３，１４，６，９（２，４，１６）（１，５）－１５，７，１３－１０・（８，１１）１２（３，６，１４）１６（２，４，９）（１５，１３）（１，７，５）－１０

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

勝馬の
紹 介

マイネルティンラン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都１１着

２００８．４．２７生 牡３栗 母 マイネブリリアン 母母 タケノフラッグ ５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） ３頭 グレイトフルダッド号・ダイナミックガード号・メイショウタイタン号
※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。

第１回　京都競馬　第８日



０１０８７ １月２３日 晴 良 （２３京都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 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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１３ トミケンヒーロー 牡３鹿 ５６ U．リスポリ冨樫 賢二氏 領家 政蔵 日高 白瀬 明 ５１６ ―１：２７．１ ２．９�
（伊）

６９ ペガサスプリンス 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介松岡 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 ４６６ ―１：２７．２� ６７．５�
４５ シナトラソング 牡３栗 ５６ 藤田 伸二中辻 明氏 藤岡 健一 新冠 北星村田牧場 ５４８ ―１：２７．６２� ４．５�
６１０ トーセンブリッツ 牡３青 ５６ 川田 将雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：２８．１３ １３．４�
７１１� エーシンホーマー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 米

C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４７８ ―１：２８．２� ５．３�
（エイシンホーマー）

８１４ ラインゴーワイルド 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 平取 二風谷ファーム ４５４ ― 〃 ハナ ４６．８	
４６ クリスワールド 牡３栗 ５６ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８８ ―１：２８．３� ４４．４

３４ シルクジェネラーレ 牡３栗 ５６ 幸 英明有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ―１：２８．７２� １０７．５�
５８ ジョイライド 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５４０ ― 〃 アタマ ６．８�
５７ シルクユージー 牡３鹿 ５６ 小牧 太有限会社シルク清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４４２ ―１：２９．０２ ７．２
７１２ モモレンジャイ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫副島 義久氏 羽月 友彦 平取 高橋 幸男 ４３２ ―１：２９．２１	 １４６．８�

（愛知）

２２ シルクバローロ 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎有限会社シルク梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ４２８ ―１：２９．６２� ５８．９�
３３ キセキノタンジョウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一小池 宗人氏 牧浦 充徳 新ひだか タイヘイ牧場 ４４８ ―１：３０．３４ ２３．２�
１１ タイキデュエリスト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�大樹ファーム 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４９０ ―１：３２．９大差 １２７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３３８，９００円 複勝： ２３，００５，３００円 枠連： １０，９９６，４００円

普通馬連： ３８，４２３，４００円 馬単： ２７，４２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０７０，０００円

３連複： ４７，８０３，０００円 ３連単： ７６，５２７，９００円 計： ２５８，５８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １，０２０円 � １９０円 枠 連（６－８） １，５５０円

普通馬連 �� １１，３９０円 馬 単 �� １３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２５０円 �� ３３０円 �� ４，１５０円

３ 連 複 ��� １７，１３０円 ３ 連 単 ��� ９３，２００円

票 数

単勝票数 計 １７３３８９ 的中 � ４７５４９（１番人気）
複勝票数 計 ２３００５３ 的中 � ４８２９３（１番人気）� ４１４１（１０番人気）� ３４５１５（３番人気）
枠連票数 計 １０９９６４ 的中 （６－８） ５２６８（７番人気）
普通馬連票数 計 ３８４２３４ 的中 �� ２４９１（３１番人気）
馬単票数 計 ２７４２１５ 的中 �� １４５６（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０７００ 的中 �� １１９４（３１番人気）�� １４８２７（１番人気）�� ９３０（３９番人気）
３連複票数 計 ４７８０３０ 的中 ��� ２０６０（５２番人気）
３連単票数 計 ７６５２７９ 的中 ��� ６０６（２６６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．５―１２．８―１２．８―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．８―４８．６―１：０１．４―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンヒーロー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

２００８．５．４生 牡３鹿 母 メ モ リ ヒ メ 母母 ミルメモリーズ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走状況〕 トミケンヒーロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

０１０８８ １月２３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都１）第８日 第４競走 ��２，９１０�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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

６１０� ピエナミッチー 牡６鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０＋ ２３：１６．８ ３８．５�

２２ � メルシーゴールド 牡７鹿 ６０ 山本 康志原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５２６－ ２３：１６．９� ５．８�
３３ タニノディキディキ 牡８鹿 ６０ 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４８８＋１８３：１７．０� １７．３�
８１４� ジェンティリティー �６栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４２－ ２３：１７．７４ ２．５�
６９ オープンセサミ 牡８鹿 ６０ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８ 〃 ハナ ４．２�
７１１ ゴーカイフォンテン 牡５鹿 ６０ 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４８０－１０３：１７．８クビ ２０．３�
４６ � スリーサンカリスマ 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ９．９	
５８ グレイトロータリー 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５３２－ ８３：１７．９� ７．６

３４ ゴールデンダニエル 牡４栗 ５９ 石神 深一�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４４４＋１６ 〃 アタマ １３４．０�
８１３ カシマレジェンド 牡６鹿 ６０ 草野 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５５０＋１８３：２０．４大差 １１０．２�
４５ 	 プリティゴールド 牝５鹿 ５８ 金子 光希横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd ４９０＋１８３：２０．７２ ３９．９
５７ プロスペクタス 牝４鹿 ５７ 池崎 祐介井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４４４－１０３：２１．４４ １０１．２�
７１２ テイクザホーク 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４６８－２０３：２２．７８ ４７．６�
１１ トミケンクロワール �４鹿 ５９ 穂苅 寿彦冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 ミルファーム ４２８－ ８３：２６．１大差 １５４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，１０９，４００円 複勝： １７，９３５，０００円 枠連： １０，５４１，６００円

普通馬連： ３４，１８９，３００円 馬単： ２４，１９２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３６１，８００円

３連複： ４９，４６６，４００円 ３連単： ７６，０５８，６００円 計： ２４０，８５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８５０円 複 勝 � ７４０円 � ２３０円 � ５６０円 枠 連（２－６） ８００円

普通馬連 �� ６，４７０円 馬 単 �� １４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ４，１９０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ３８，３５０円 ３ 連 単 ��� ２８９，３４０円

票 数

単勝票数 計 １４１０９４ 的中 � ２８９２（８番人気）
複勝票数 計 １７９３５０ 的中 � ５６４３（８番人気）� ２５１７８（３番人気）� ７８８０（７番人気）
枠連票数 計 １０５４１６ 的中 （２－６） ９７７０（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４１８９３ 的中 �� ３９０３（２２番人気）
馬単票数 計 ２４１９２３ 的中 �� １２６９（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３６１８ 的中 �� １５８９（２６番人気）�� ８２６（３８番人気）�� ３０５９（１５番人気）
３連複票数 計 ４９４６６４ 的中 ��� ９５２（８７番人気）
３連単票数 計 ７６０５８６ 的中 ��� １９４（５７６番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．３－３F ３９．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

�ピエナミッチー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ブライアンズタイム

２００５．４．１０生 牡６鹿 母 ウェディングダイヤ 母母 トウホーダイヤ 障害：２戦１勝 賞金 ７，３００，０００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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 キシリトール号・クリノイマジン号・クロスファイト号・シャイニーブラック号・ソリッドラヴ号・チョウバクシン号・

ナムラチェンジ号・ノワールシチー号・ロードアルファード号



０１０８９ １月２３日 晴 良 （２３京都１）第８日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

２３ ロードハリアー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４７４－ ２１：３６．２ ３．７�

７１３ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５０８± ０ 〃 アタマ ３６．７�
（愛知）

８１５ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７２＋ ２１：３６．３クビ ２．８�
３５ アドマイヤバートン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８ 〃 クビ ３．７�
３６ ヴイブラッド 牡３青鹿５６ 川田 将雅北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４８２－ ２１：３６．４� １３．７�
１１ リ ー ア ノ ン 牝３青鹿５４ U．リスポリ �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B４８２＋ ６１：３６．５クビ ２０．７	

（伊）

４７ シルクフラッシュ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４４４－ ８ 〃 クビ ３２．５

６１１ シエーナスプレーマ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ２ 〃 アタマ １９４．３�
（愛知）

７１４ プレミアムカード 牡３鹿 ５６ 小牧 太青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋１０ 〃 ハナ ５３．２�

１２ ハードポケット 牡３栗 ５６ 幸 英明津田 一男氏 西橋 豊治 厚真 大川牧場 ４４６－ ４１：３６．６クビ ４４．５
５１０ マイネルメガロス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �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 ４６２＋ ４１：３６．８１� ２０．３�
４８ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５４ 四位 洋文M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ６４．０�
５９ マヤノクレド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６２＋ ２１：３７．７５ ２７．２�
６１２ ドナプリティー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４１６＋ ６ 〃 アタマ ３２０．９�
８１６ ハギノハートフル 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２０－ ２１：３７．８� ５２．３�
２４ スリーロビンソン 牡３青 ５６

５５ ☆国分 恭介永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５０＋ ６１：３８．５４ ３３９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７５３，１００円 複勝： ３６，５４８，８００円 枠連： １６，９４９，５００円

普通馬連： ５８，２３９，１００円 馬単： ３８，４７３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８７１，３００円

３連複： ８１，５１０，２００円 ３連単： １２５，８５８，３００円 計： ４１０，２０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ４３０円 � １５０円 枠 連（２－７） ３，４２０円

普通馬連 �� ４，２７０円 馬 単 �� ７，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� ２８０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ５，７４０円 ３ 連 単 ��� ３６，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７５３１ 的中 � ５３８１６（２番人気）
複勝票数 計 ３６５４８８ 的中 � ７５１８４（３番人気）� １５３６７（６番人気）� ８１０５０（１番人気）
枠連票数 計 １６９４９５ 的中 （２－７） ３６６２（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５８２３９１ 的中 �� １００６８（１４番人気）
馬単票数 計 ３８４７３３ 的中 �� ３７７１（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８７１３ 的中 �� ５６９８（９番人気）�� ２９７４８（２番人気）�� ３４５０（２４番人気）
３連複票数 計 ８１５１０２ 的中 ��� １０４８０（２１番人気）
３連単票数 計１２５８５８３ 的中 ��� ２５７１（１０１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．５―１２．７―１２．６―１２．１―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．０―４７．７―１：００．３―１：１２．４―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３５．９
３ ・（１，６）（３，１０）（７，１５）（２，１２）（９，１３）（５，１１）（１６，１４）８－４ ４ １，６（３，１０，１５）（２，７，１３）１４（５，９，１２，１１）（８，１６）－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードハリアー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．９．２０ 札幌２着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 オーブリエチア 母母 オーブアンディアンヌ ５戦１勝 賞金 １２，５５０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 キョウワダッフィー号・シーエリアル号
※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。

０１０９０ １月２３日 晴 良 （２３京都１）第８日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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
１：２１．８

重

稍重

５６ オーシャンフリート 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８４＋ ４１：２６．０ ２．９�

７１０ カラフルデイズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２－ ４１：２６．３２ ３．８�

６９ ミヤジメーテル 牝３黒鹿５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４７０－ ４１：２６．４� ８．３�
３３ � キモンレッド 牝３栗 ５４ 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４３４－ ４１：２６．８２� ８．０�
４４ プントバンコ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４４４± ０１：２７．０１� ２５．３�
５７ マーベラスビジン 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６８± ０１：２７．２�＋クビ １１６．５	
４５ メディテーション 牝３栗 ５４ 幸 英明 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４７６－１４１：２７．３� ４２．３

８１２ エリモミヤビ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４５６＋ ４１：２７．４クビ １０１．５�
１１ キクノレジーナ 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４２６－ ２１：２７．７１� １８．２�
８１３� キ ボ ウ ホ ウ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫西村 知也氏 藤田 正治 新ひだか 野表 篤夫 ４３８－ ５１：２７．９１� ２６６．８

（笠松） （愛知）

２２ イイデステップ 牝３鹿 ５４ U．リスポリ �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４７０－ ４１：２８．５３� １３．３�
（伊）

６８ � エンジェルロード 牝３鹿 ５４ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 平取 赤石牧場 ４００＋ ３１：２９．７７ ３４２．９�
（笠松） （愛知）

７１１ ナムラドリーミー 牝３鹿 ５４ 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７２－ ４ （降着） ５．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，２７６，９００円 複勝： ３６，８９８，０００円 枠連： １５，５２６，０００円

普通馬連： ５３，５９０，８００円 馬単： ３６，６２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０４６，０００円

３連複： ７２，４８１，２００円 ３連単： １１９，９７４，５００円 計： ３８２，４２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（５－７） ３２０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ４９０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� ６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２２２７６９ 的中 � ６２６８１（１番人気）
複勝票数 計 ３６８９８０ 的中 � ８３３６７（１番人気）� ７５６００（２番人気）� ３４２０１（５番人気）
枠連票数 計 １５５２６０ 的中 （５－７） ３６２７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３５９０８ 的中 �� ６２４６８（１番人気）
馬単票数 計 ３６６２７９ 的中 �� ２１２３９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０４６０ 的中 �� ２５５８９（１番人気）�� １２２０７（６番人気）�� ９３５１（７番人気）
３連複票数 計 ７２４８１２ 的中 ��� ３４４４０（３番人気）
３連単票数 計１１９９７４５ 的中 ��� １３７４０（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．９―４８．６―１：００．８―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．１０ 京都５着

２００８．３．１９生 牝３栗 母 ウインクパール 母母 キソティック ６戦２勝 賞金 １６，２５１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔降着〕 ナムラドリーミー号は，６位〔タイム１分２７秒１，着差�馬身〕に入線したが，発走後に急に内側に斜行して「エンジェルロード」号

の走行を妨害したため１３着に降着。
〔制裁〕 ナムラドリーミー号の騎手武豊は，発走後に急に内側に斜行したことについて平成２３年１月２９日から平成２３年２月６日まで

騎乗停止。
※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。



０１０９１ １月２３日 晴 良 （２３京都１）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

３５ アイウォントユー 牡４栗 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６８± ０１：４７．２ ８．６�

７１３ アドマイヤセナ 牡８栗 ５７ U．リスポリ近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ８ 〃 クビ ４．１�
（伊）

７１４ マックスドリーム 牡４青鹿５６ 小牧 太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５３０＋ ６１：４７．５１� ３．８�
６１２ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４７４＋２２ 〃 クビ ２５．５�
８１５ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６８＋１０１：４７．６� ２５．２�
２３ フラムドール 牝４栗 ５４

５３ ☆国分 恭介吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：４８．０２� １３．８�
８１６ セキサンダンスイン 牝５鹿 ５５ 武 豊�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４５０＋ ６１：４８．１クビ １６．９	
５９ メイショウタフ 牡４黒鹿５６ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５２０－ ６ 〃 アタマ ６８．４

２４ ピカピカテッタ 牡４鹿 ５６ 小坂 忠士西村新一郎氏 野元 昭 新ひだか 名古屋 一征 ４８０± ０ 〃 アタマ ２１９．２�
１２ シゲルキリガミネ 牝５青 ５５ 吉田 稔森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ５００＋ ４１：４８．２� １０７．５�

（愛知）

４７ ビーチパーティー 牝４芦 ５４ 渡辺 薫彦吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４５０± ０ 〃 アタマ １５９．５
３６ ローザフィオーレ 牝４鹿 ５４ 佐藤 哲三折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 B４７４＋ ２１：４８．６２� ４９．９�
１１ シャイニーブレーヴ 牡４栗 ５６ 熊沢 重文小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４５６－ ４ 〃 ハナ １５．８�
５１０	 メイショウホオズキ 牝５栗 ５５ 高橋 亮松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３８＋ ７１：４８．８１� １３１．０�
６１１ アドマイヤショット 牡５青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２４－ ８１：４８．９クビ ３．８�
４８ グロリアスフラワー 牝４鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４２２－ ６１：４９．９６ ２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７７８，４００円 複勝： ３５，９５７，８００円 枠連： ２１，２０１，５００円

普通馬連： ６３，３６８，８００円 馬単： ３７，２７５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７５９，３００円

３連複： ８２，１７１，７００円 ３連単： １３２，１９７，１００円 計： ４１９，７１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（３－７） ７２０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ４６０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� １３，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２０７７８４ 的中 � １９１５３（４番人気）
複勝票数 計 ３５９５７８ 的中 � ４００７９（４番人気）� ６５７３４（２番人気）� ６９０３２（１番人気）
枠連票数 計 ２１２０１５ 的中 （３－７） ２２０１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６３３６８８ 的中 �� ３０５２５（６番人気）
馬単票数 計 ３７２７５６ 的中 �� ７５６６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７５９３ 的中 �� １５３８５（４番人気）�� １３９９５（５番人気）�� ２１１６０（２番人気）
３連複票数 計 ８２１７１７ 的中 ��� ３３７２８（３番人気）
３連単票数 計１３２１９７１ 的中 ��� ６９８１（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．６―５９．１―１：１１．１―１：２３．０―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイウォントユー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００９．９．２７ 阪神１３着

２００７．３．２９生 牡４栗 母 マッキーアイドル 母母 クリアーチャンス １７戦２勝 賞金 ２７，３４２，０００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） ２頭 エクスペディション号・クリアキー号
（非抽選馬） ３頭 エーシンアガペー号・メイショウグラード号・ワシリーサ号
※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。

０１０９２ １月２３日 晴 良 （２３京都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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

８１５ ア ル バ ト ン 牡４栗 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７８＋ ６２：０１．７ ９．６�

６１２ エリモサプライズ �４鹿 ５６ 小牧 太山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５２２－１０２：０２．３３� ６．４�
２３ ウインドミネーター 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９６－ ２２：０２．６１	 ２．９�
４８ ニシノヴァンクール 牡４青鹿５６ 幸 英明西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ ９．１�
１２ ニシキホマレ 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０８－ ６ 〃 クビ ３２．８�
３６ ハヤブサイッポン 牡４栗 ５６ 川田 将雅武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４９６－ ８２：０２．７	 ９３．８	
４７ サ イ カ ニ ア 牡４鹿 ５６ U．リスポリ�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４９４＋２０２：０２．８クビ １２．７


（伊）

６１１
 メイショウサミット 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５６０－ ６ 〃 アタマ １８２．９�
（愛知）

８１６
 アイファージャンボ 牡５青鹿５７ 秋山真一郎中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５３０± ０２：０２．９	 ９３．２�
３５ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 和田 竜二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８２－ ６２：０３．１１ ７．０
７１４ スマートセントラル 牡６青鹿５７ 吉田 稔大川 徹氏 森 秀行 門別 野島牧場 ５２６＋１６２：０３．２� ６９．３�

（愛知）

５９ レッドシャリオ 牡４栗 ５６ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ５１２－ ８ 〃 クビ ６．９�
７１３
 バンブーキャプテン 牡５栗 ５７ 鷹野 宏史篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７６± ０２：０３．３� ３６９．９�
１１ テイエムリュウジン 牡５芦 ５７

５６ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８４＋ ２２：０４．５７ １０．６�
５１０
 デンコウゼファー �５黒鹿５７ 小林 徹弥田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 ４２８± ０２：０４．８２ ３８３．６�
２４ ハートランドフェロ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦豊田 稔氏 須貝 彦三 新冠 赤石 久夫 ４８０－ ２２：１１．９大差 ２９４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９７２，３００円 複勝： ４１，６３５，１００円 枠連： １７，９７１，２００円

普通馬連： ７４，２３８，０００円 馬単： ４４，８７２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４５５，６００円

３連複： ９５，４６５，３００円 ３連単： １５６，５５３，３００円 計： ４８５，１６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � １５０円 枠 連（６－８） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ５，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ６４０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，６４０円 ３ 連 単 ��� ２４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２４９７２３ 的中 � ２０７０７（６番人気）
複勝票数 計 ４１６３５１ 的中 � ４００２４（５番人気）� ５３３７２（３番人気）� ８８９４７（１番人気）
枠連票数 計 １７９７１２ 的中 （６－８） ５４６８（１５番人気）
普通馬連票数 計 ７４２３８０ 的中 �� ２４２２０（１０番人気）
馬単票数 計 ４４８７２２ 的中 �� ５６３１（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４５５６ 的中 �� ８３０２（１１番人気）�� １１２５２（６番人気）�� １７２９１（２番人気）
３連複票数 計 ９５４６５３ 的中 ��� ２６７３０（７番人気）
３連単票数 計１５６５５３３ 的中 ��� ４７８８（７２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．２―３０．１―４３．６―５６．３―１：０９．０―１：２１．７―１：３４．６―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル バ ト ン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１１．８ 京都１着

２００７．４．１４生 牡４栗 母 ボ ル ジ ア Ⅱ 母母 Cut Ahead ６戦２勝 賞金 １８，１４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハートランドフェロ号は，平成２３年２月２３日まで平地競走に出走できない。
※ハートランドフェロ号は，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。



０１０９３ １月２３日 晴 良 （２３京都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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

６６ � ウォークラウン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen
Associates ５２４＋ ６２：２６．５ ２．６�

８１０ ワイズミューラー 牡４栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４８± ０２：２６．７１� ６．３�
７７ アクアブルーフライ 牡４栗 ５６ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ ９．５�
４４ 	 イグゼキュティヴ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B５１２－１０ 〃 アタマ １４．５�
５５ タニノエポレット 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０２－ ６ 〃 クビ ４．４�
２２ マームードイモン 牡６鹿 ５７ 幸 英明井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４３６＋ ２２：２７．３３
 ９．０�
７８ � レッドスティング 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 	東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４６２－ ２２：２７．４クビ ７．７

１１ 	 マヤノゴクウ 牡８鹿 ５７ 小牧 太田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５３２－ ２２：２７．５
 ５２．４�
８９ パッシングマーク 牡８鹿 ５７ 池添 謙一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５１０＋１４ 〃 クビ ３０．３�
３３ グ リ フ ィ ス �６鹿 ５７ 吉田 稔 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ６２：２８．６７ ７７．１

（愛知）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，５４８，８００円 複勝： ５７，６３３，５００円 枠連： ２０，２０７，０００円

普通馬連： １０１，２７８，７００円 馬単： ６４，５９９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０１９，５００円

３連複： １２５，２０９，１００円 ３連単： ２７５，２６１，６００円 計： ７１４，７５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ７９０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４００円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ９，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３１５４８８ 的中 � ９８１８３（１番人気）
複勝票数 計 ５７６３３５ 的中 � １５５５７６（１番人気）� ６０２９２（３番人気）� ５９６６１（４番人気）
枠連票数 計 ２０２０７０ 的中 （６－８） １８９１７（３番人気）
普通馬連票数 計１０１２７８７ 的中 �� ７２０７８（５番人気）
馬単票数 計 ６４５９９５ 的中 �� ２６８９５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０１９５ 的中 �� ２４７８０（４番人気）�� ２５１５７（３番人気）�� ８９９５（１６番人気）
３連複票数 計１２５２０９１ 的中 ��� ４００２３（１０番人気）
３連単票数 計２７５２６１６ 的中 ��� ２０６３５（３１番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１１．４―１２．７―１２．９―１１．７―１２．１―１３．２―１２．５―１１．９―１２．３―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�
１２．９―２３．７―３５．１―４７．８―１：００．７―１：１２．４―１：２４．５―１：３７．７―１：５０．２―２：０２．１―２：１４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ウォークラウン �
�
父 War Chant �

�
母父 El Prado デビュー ２００８．７．６ 阪神７着

２００６．３．３生 牡５鹿 母 Last Crown 母母 Six Crowns ２６戦４勝 賞金 ７３，６３６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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２３日 晴 良 （２３京都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，２２．１．２３以降２３．１．１６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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２２ オリオンスターズ 牡７黒鹿５６ 岩田 康誠吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ２１：０８．８ ２７．１�

４６ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５６ 佐藤 哲三中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５１８＋１６１：０９．１１� ７．７�

４７ カレンチャン 牝４芦 ５４ 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：０９．３１� ２．９�
１１ ドリームバレンチノ 牡４青 ５５ 安部 幸夫セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ６．１�

（愛知）

６１０ ボーダレスワールド 牡６鹿 ５７ U．リスポリ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３２± ０１：０９．４� ７．４�
（伊）

２３ セブンシークィーン 牝５栗 ５５ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７４＋ ２１：０９．５� ８．２	
５８ � メイショウカーター 牡８鹿 ５３ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４７８＋１４１：０９．６� １７８．０

８１４ クリールバレット 牡７鹿 ５３ 藤田 伸二横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７８± ０１：０９．７クビ ４５．０�
７１３ ゴールドアグリ 牡７鹿 ５５ 安藤 勝己スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：０９．８� １７．６�
７１２ ローズカットダイヤ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ６．４
３４ アキノパンチ 牡７鹿 ５２ 渡辺 薫彦穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ５０２± ０ 〃 アタマ １１３．８�
８１５	 セイウンワキタツ 牡８鹿 ５３ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４９０＋ ４１：１０．０� ５２．６�
５９ � メイショウシオギリ 牝７鹿 ５２ 長谷川浩大松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１２± ０１：１０．１� ６２．４�
３５ トーホウシンバル 牝４青鹿５３ 四位 洋文東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ３０．４�
６１１ ドリームフォワード 牡４栗 ５３ 国分 恭介セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋２０１：１０．５２� １７５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４１，９２１，６００円 複勝： ６９，３１７，９００円 枠連： ３５，９９６，９００円

普通馬連： １７２，３９５，０００円 馬単： ９２，４６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，９２５，１００円

３連複： ２２２，３２９，２００円 ３連単： ４００，８９１，６００円 計： １，０９２，２３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ５９０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（２－４） ７４０円

普通馬連 �� ９，６００円 馬 単 �� ２１，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２９０円 �� １，５１０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １１，８８０円 ３ 連 単 ��� １１１，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４１９２１６ 的中 � １２２２７（８番人気）
複勝票数 計 ６９３１７９ 的中 � ２４２３８（８番人気）� ７１５９０（５番人気）� １４４８３５（１番人気）
枠連票数 計 ３５９９６９ 的中 （２－４） ３６３７５（２番人気）
普通馬連票数 計１７２３９５０ 的中 �� １３２５４（３０番人気）
馬単票数 計 ９２４６２０ 的中 �� ３２３７（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６９２５１ 的中 �� ５８３６（２７番人気）�� ９０４３（１７番人気）�� ２８７５３（３番人気）
３連複票数 計２２２３２９２ 的中 ��� １３８１７（３７番人気）
３連単票数 計４００８９１６ 的中 ��� ２６４２（３４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．６―１１．５―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３４．８―４６．３―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．０
３ ３，６（２，７）１１（１，４，１０）１２（５，１４）９，８，１５－１３ ４ ・（３，６）（２，７）（１０，１１）（１，４，１４）１２（５，９）８，１５－１３

勝馬の
紹 介

オリオンスターズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．７．８ 阪神２着

２００４．５．８生 牡７黒鹿 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー １３戦５勝 賞金 ５５，０２９，０００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。



０１０９５ １月２３日 晴 良 （２３京都１）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第１８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，２２．１．２３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，２２．１．２２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）

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 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ ダイシンオレンジ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ５０２＋ ２１：５１．５ ２．８�

８１５� イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５６ U．リスポリ藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita B５２６＋ ４ 〃 ハナ ５．８�

（伊）

７１４� サクラロミオ 牡６鹿 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ １１．９�
７１３ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５６ 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：５１．７１	 ３９．３�
１１ マチカネニホンバレ 牡６鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 千津氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 B５４８＋ ４１：５２．２３ ２．７�
２４ バトードール 牡４栗 ５５ 安部 幸夫 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２１：５２．４１	 ２１．５	

（愛知）

６１２ タガノクリスエス 牝６鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９４＋２０１：５２．５	 ２５．５


８１６ ピースキーパー 牡６鹿 ５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２± ０１：５２．８１
 ５１．８�

４８ ロングプライド 牡７鹿 ５６ 国分 恭介中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５３０－ ２１：５３．２２	 １４２．７�
５９ ボクノタイヨウ 牡６黒鹿５６ 吉田 稔平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８６＋ ２１：５３．３
 １７２．４

（愛知）

５１０ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５６ 池添 謙一�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ３３．８�
１２ タマモクリエイト 牡６鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１６＋ ４１：５３．６１
 ６７．１�
６１１ ダイナミックグロウ 牡７鹿 ５６ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４８０＋２４１：５４．０２	 ３０５．３�
４７ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 小牧 太東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１６＋ ４１：５４．１	 ３７．３�
３６ ドリームライナー 牡５鹿 ５６ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４９６＋ ４１：５４．２クビ １９．２�
３５ メイショウシャフト 牡８鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５４０＋１０１：５５．３７ ３３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２４，３８４，３００円 複勝： １７０，２１０，９００円 枠連： １２０，２０５，１００円

普通馬連： ６０９，７０４，８００円 馬単： ３７０，０６９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９７，４１８，７００円

３連複： ８５６，３７８，５００円 ３連単： １，８９７，８９２，５００円 計： ４，３４６，２６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２８０円 枠 連（２－８） ８３０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ５５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，１９０円 ３ 連 単 ��� １１，２２０円

票 数

単勝票数 計１２４３８４３ 的中 � ３５９４１４（２番人気）
複勝票数 計１７０２１０９ 的中 � ４３３０９８（２番人気）� １９３７６８（３番人気）� １３０５７８（４番人気）
枠連票数 計１２０２０５１ 的中 （２－８） １０７４２８（３番人気）
普通馬連票数 計６０９７０４８ 的中 �� ４２８５６７（３番人気）
馬単票数 計３７００６９６ 的中 �� １５７０５４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９７４１８７ 的中 �� １１３３３４（３番人気）�� ９０７５４（４番人気）�� ４７７４９（７番人気）
３連複票数 計８５６３７８５ 的中 ��� １９８２１７（８番人気）
３連単票数 計１８９７８９２５ 的中 ��� １２４９１８（２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１２．３―１２．３―１２．７―１２．４―１２．８―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．５―３５．８―４８．１―１：００．８―１：１３．２―１：２６．０―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイシンオレンジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．４．５ 阪神８着

２００５．４．１生 牡６鹿 母 アシヤマダム 母母 キヤツトロンシヤン ２０戦７勝 賞金 １５７，９１８，０００円
〔制裁〕 インバルコ号の騎手U．リスポリは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１４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 グランドラッチ号・ゼットフラッシュ号
※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。

０１０９６ １月２３日 晴 良 （２３京都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 １０，４００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ ア ナ モ リ 牝６鹿 ５５ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４３６＋ ６１：１２．１ ４．３�

２４ ウ ラ ラ カ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：１２．４１� ２２．３�
４７ トウカイセレブ 牝５鹿 ５５ U．リスポリ内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ８．５�

（伊）

６１１� ジートップキセキ 牡６栗 ５７ 小林 徹弥�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０８＋ ２ 〃 クビ ２０．１�
８１５ テイクエイム 牡４鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４６４－ ４１：１２．５� ３．３�

５９ ベ ネ ラ 牝４栗 ５４ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ １２．７	
３５ ス イ リ ン カ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４１８－ ６１：１２．９２� １２．８

２３ リリーレインボー 牡６青鹿５７ 小牧 太土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ５１０± ０１：１３．０� ７０．６�
３６ テイエムゲンキボ 牡７黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 静内 岡田 猛 ５１２＋２４１：１３．３２ ２６５．７�
５１０ ピンクペガサス 牡６黒鹿５７ 幸 英明木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０６＋ ２１：１３．４� １８．６
８１６ マイティーストーム 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５３４＋ ２１：１３．７１� ３０．２�
７１４ ミ ク ル 牝４鹿 ５４ 吉田 稔�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４７０－ ６１：１３．８� ２４４．５�

（愛知）

１１ ベストオブミー 牝６栗 ５５ 池添 謙一飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４７０＋ ６１：１３．９� ６７．１�
７１３ メイショウアツヒメ 牝５鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５０２－ ４１：１４．２１� ４．９�
４８ � トミノドリーム 牝７黒鹿５５ 鷹野 宏史�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８０＋ ８１：１４．４� ３５１．６�
１２ フォレストルーラー 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４８４＋ ２１：１５．１４ ４５．６�
（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，２４８，４００円 複勝： ８４，５８０，４００円 枠連： ５３，１８０，２００円

普通馬連： ２００，８２３，５００円 馬単： １１０，０２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，２５２，８００円

３連複： ２７７，７２２，４００円 ３連単： ５１０，２７７，４００円 計： １，３７４，１１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ３９０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ２，２１０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ５，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ７３０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ８，９９０円 ３ 連 単 ��� ５５，９９０円

票 数

単勝票数 計 ６１２４８４ 的中 � １１４５０７（２番人気）
複勝票数 計 ８４５８０４ 的中 � １６３９２７（１番人気）� ４８４２８（９番人気）� ８６１２１（４番人気）
枠連票数 計 ５３１８０２ 的中 （２－６） １７７９７（１０番人気）
普通馬連票数 計２００８２３５ 的中 �� ４９５１０（１２番人気）
馬単票数 計１１００２９４ 的中 �� １４６０１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６２５２８ 的中 �� １９１２６（１２番人気）�� ２６６８９（５番人気）�� １０２４４（２３番人気）
３連複票数 計２７７７２２４ 的中 ��� ２２８０１（３０番人気）
３連単票数 計５１０２７７４ 的中 ��� ６７２６（１８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．７―１２．１―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．０―４７．１―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．１
３ ２（１０，１５）（１，１６）（４，１３，１４）（７，１１）（８，５）３，１２，６＝９ ４ ・（２，１０，１５）（１，１６）（４，１４）１３（３，７，１１）（８，５）１２，６－９

勝馬の
紹 介

ア ナ モ リ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００７．１０．２８ 京都４着

２００５．４．２１生 牝６鹿 母 エクシードワン 母母 オーパスワン ３２戦４勝 賞金 ８１，０７６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 カシノブレイヴリ号・カミヒコーキ号・コリコパット号・ピュアマリーン号・フィールドシャイン号・リバーアゲイン号
※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。



（２３京都１）第８日 １月２３日（日曜日） 曇後晴 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
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４９，９７０，０００円
６，３９０，０００円
１３，５９０，０００円
１，６５０，０００円
２３，６７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，０８１，５００円
５，４１８，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
４１３，６７１，９００円
６６２，８７５，６００円
３４６，３０８，２００円

１，４８５，８９３，９００円
９１４，８９９，１００円
５５１，７１２，０００円

２，０１７，８０６，４００円
３，９９１，３６０，１００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 １０，３８４，５２７，２００円

総入場人員 ２１，７９８名 （有料入場人員 ２０，２２８名）



平成２３年度 第１回京都競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４００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

１，９３２，２５０，０００円
３２，０２０，０００円
９４，１３０，０００円
１３，７７０，０００円
１８２，６９０，０００円

５８０，０００円
５８０，０００円

４８９，０３２，５００円
４０，０３６，０００円
１３，８６０，０００円

勝馬投票券売得金
３，３７４，１０３，２００円
５，５０８，３５７，８００円
２，９６０，２７５，４００円
１１，８６３，３７９，５００円
７，５１９，３０２，１００円
４，３２８，５６１，７００円
１５，９８４，３３１，３００円
３１，４３８，８４９，２００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 ８２，９７７，１６０，２００円

総入場延人員 １８１，０７９名 （有料入場延人員 １６７，５３６名）


