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０４０２５ ２月５日 晴 良 （２３京都２）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６６ 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 ４３２－ ４１：１４．２ ５．５�

７９ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６＋ ２１：１４．４１� ２．５�
８１１ クールグラン 牝３芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６６－ ６１：１５．２５ ８．５�
７８ タガノグレイグース 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４３４－ ２１：１５．５１� ３．８�
８１０ マスターゾロアーク 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�坂東牧場 領家 政蔵 日高 オリオンファーム ４７６＋ ２１：１５．８１� ６．９�
４４ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４１６－ ８１：１５．９� １２．９�
３３ プランタニエ 牝３鹿 ５４ 田中 克典村野 康司氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋ ２ 〃 クビ ２４．０	
１１ ヤングラッシュ 牝３黒鹿５４ 中村 将之梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 ４７２＋１４１：１６．０� ４１５．０

２２ マ オ イ モ ン 牝３青鹿５４ 熊沢 重文井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 坂 牧場 ４３２± ０１：１６．１クビ ２１９．９�
５５ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４１２＋ ２１：１６．７３� １９３．５�
６７ タイセイスキム 牝３鹿 ５４ 小牧 太田中 成奉氏 武藤 善則 新ひだか 飯岡牧場 ４１０－ ６１：１８．５大差 ９５．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，０５９，３００円 複勝： ２２，９８１，１００円 枠連： ８，７８６，２００円

普通馬連： ３１，０７６，３００円 馬単： ２３，４３８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１１８，１００円

３連複： ４５，７２６，２００円 ３連単： ８６，７９３，５００円 計： ２４５，９７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（６－７） ４２０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ５００円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ６，９７０円

票 数

単勝票数 計 １３０５９３ 的中 � １８９７２（３番人気）
複勝票数 計 ２２９８１１ 的中 � ３４２２９（３番人気）� ７０９９４（１番人気）� ２４３５３（４番人気）
枠連票数 計 ８７８６２ 的中 （６－７） １５６７８（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１０７６３ 的中 �� ３８２６６（２番人気）
馬単票数 計 ２３４３８２ 的中 �� １１６１５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１１８１ 的中 �� １５５７９（２番人気）�� ６５０７（８番人気）�� ７８０６（６番人気）
３連複票数 計 ４５７２６２ 的中 ��� ２５７１４（６番人気）
３連単票数 計 ８６７９３５ 的中 ��� ９１９２（２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．８―１２．７―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．０―３６．８―４９．５―１：０１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３７．４
３ １１－９，６（８，１０）１，３，２，５，４－７ ４ １１（９，６）１０，８，１，２（３，５）－４－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルシュサ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．９．２５ 阪神１１着

２００８．４．５生 牝３鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia ７戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイスキム号は，平成２３年３月５日まで平地競走に出走できない。

０４０２６ ２月５日 晴 良 （２３京都２）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

８１２ エ ン リ ル 牡３栃栗５６ 川島 信二前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ６１：５９．８ １３．１�

７１０ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ４．９�
６９ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６４－ ６２：００．０１� １１２．６�
７１１ 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 ４４６－ ４２：００．１� １７．８�
６８ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５６ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７６－ ６ 〃 ハナ ２２．５�
４５ サウンドバスター 牡３鹿 ５６ 川田 将雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ３．２	
５７ グレートディール 牡３青鹿５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５００± ０２：００．３� ２．８

４４ ス ト レ ー ト 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文久保 敏文氏 郷原 洋行 宮崎 吉野 政敏 ５１４－１０２：００．７２� ３５３．７�
１１ シルククロノス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠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 ５０６－ ４２：００．８� ７．５�
５６ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９０－ ２２：０１．１２ １５９．０
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 ４３２＋ ４２：０１．３１ １３５．２�
８１３ コウエイニコニコ 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４８８＋ ４ （競走中止） ２２．０�

（１２頭）
３３ ヴァリエンテ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 出羽牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，１３７，０００円 複勝： ２４，２７４，８００円 枠連： ８，８３１，６００円

普通馬連： ３５，１０１，５００円 馬単： ２６，３２０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７４６，３００円

３連複： ５０，５３１，４００円 ３連単： ８４，７４８，７００円 計： ２６０，６９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � １，６５０円 枠 連（７－８） １，５４０円

普通馬連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ８，３１０円 �� ３，１５０円

３ 連 複 ��� ４８，６９０円 ３ 連 単 ��� ２７４，３２０円

票 数

単勝票数 計 １４１３７０ 的中 � ８５５３（５番人気）
複勝票数 計 ２４２７４８ 的中 � １５２８３（５番人気）� ４１８７１（３番人気）� ３１２１（９番人気）
枠連票数 計 ８８３１６ 的中 （７－８） ４２５９（８番人気）
普通馬連票数 計 ３５１０１５ 的中 �� ７４８３（１２番人気）
馬単票数 計 ２６３２０２ 的中 �� ２８７１（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７４６３ 的中 �� ３７７０（１４番人気）�� ４８４（３９番人気）�� １２９７（２９番人気）
３連複票数 計 ５０５３１４ 的中 ��� ７６６（８２番人気）
３連単票数 計 ８４７４８７ 的中 ��� ２２８（４３９番人気）

ハロンタイム １２．９―１３．１―１５．２―１３．７―１３．９―１３．６―１２．６―１２．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２６．０―４１．２―５４．９―１：０８．８―１：２２．４―１：３５．０―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．４
１
３

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

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

エ ン リ ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１０．３０ 京都６着

２００８．３．１５生 牡３栃栗 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 ヴァリエンテ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 コウエイニコニコ号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※ヴァリエンテ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回　京都競馬　第３日



０４０２７ ２月５日 晴 良 （２３京都２）第３日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１１� テーオーブユウデン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一小笹 公也氏 笹田 和秀 米 Yanagawa
Stud Ltd. ５１４－１０１：２６．１ ３．０�

５１０ 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± ０１：２６．３１ ２．１�
６１２� アスターヒューモア 牝３黒鹿５４ M．デムーロ加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn

Farm ４５２± ０１：２６．９３� ５．１�
（伊）

５９ 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± ０１：２７．３２� ２０．７�
７１３ ストロングレグナム 牡３栗 ５６ 和田 竜二村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５２± ０１：２７．６２ １９１．９�
３５ ファンドリソフィア �３栗 ５６ 酒井 学水戸 富雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４６８＋３２１：２７．８１	 ４９．３�
８１６ 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 ４３８－ ４１：２８．０１� ４４．８�
２３ デラノーチェ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ １０６．３	
３６ ファヴェラシック 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介
ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４４－ ８ 〃 ハナ １２７．４�
２４ ヘルタースケルター 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４６６＋ ４１：２８．４２� ７７８．２�
１２ ゲンパチロッキー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム B５０２＋１０１：２８．５
 １６．７
１１ � エーシンビショップ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�栄進堂 藤岡 健一 米 Ron Stolich ５０４＋ ８１：２８．６� ４４．１�
４８ エリモトレジャー 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介山本 慎一氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ５１０－ ８１：２８．８１ ４８４．０�
８１５ ヴァレノーヴァ 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 新冠 パカパカ
ファーム ４６６－ ４１：２９．２２� ２１．８�

７１４ シゲルフクブチョウ 牝３栗 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 日高 千葉飯田牧場 ４２８－ ２１：２９．５１
 ５６８．０�
４７ ツルミアクセル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文
鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 B４６２－ ２１：２９．７１ １２６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８７３，３００円 複勝： ３６，０３２，６００円 枠連： １３，６２４，６００円

普通馬連： ３９，５００，２００円 馬単： ３０，６７４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５２８，８００円

３連複： ５６，３４７，７００円 ３連単： ９７，４１３，３００円 計： ３０９，９９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（５－６） １７０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２９０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� ２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １７８７３３ 的中 � ４７４７９（２番人気）
複勝票数 計 ３６０３２６ 的中 � ７４５８０（２番人気）� １５８９６３（１番人気）� ４１２３０（３番人気）
枠連票数 計 １３６２４６ 的中 （５－６） ６０２９７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３９５００２ 的中 �� １１５９０９（１番人気）
馬単票数 計 ３０６７４８ 的中 �� ３３３３２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５２８８ 的中 �� ４１２２３（１番人気）�� １３１７２（３番人気）�� １６６９３（２番人気）
３連複票数 計 ５６３４７７ 的中 ��� １０３８７６（１番人気）
３連単票数 計 ９７４１３３ 的中 ��� ３２９５２（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３５．０―４７．７―１：００．７―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーブユウデン �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー ２０１０．１１．７ 京都２着

２００８．３．３生 牡３鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔その他〕 エーシンビショップ号は，３コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 カネトシファイター号
※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。

０４０２８ ２月５日 曇 良 （２３京都２）第３日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１１ アドマイヤケルソ 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９０ ―１：５７．０ ４２．１�

７１３ ナポレオンバローズ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ５００ ―１：５７．３２ ８．７�
７１４ シーズガレット 牝３栗 ５４ 和田 竜二橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４２ ―１：５７．４クビ ３７．９�
３６ ドリームボルケーノ 牡３青鹿５６ 酒井 学セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 ５３２ ―１：５７．６１� １１．０�
５１０ アキノモーグル 牡３栗 ５６ 池添 謙一穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ４９２ ―１：５７．７� ８．９�
８１５ ハ ル カ フ ジ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 ４５６ ―１：５７．９１ １６５．７�
５９ ホーマンレーヴ 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４６２ ―１：５８．０� ２６８．０	
２３ タ オ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �オリオンファーム領家 政蔵 日高 森本牧場 ５２０ ―１：５８．３２ １．５


（伊）

６１２ ウインタキシード 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介�ウイン 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６ ―１：５８．５１� ３２．４�
４８ ダノンクルソラ �３鹿 ５６ 熊沢 重文�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B４９６ ―２：００．２大差 １５９．３�
８１６ シルクスペンサー 牡３鹿 ５６ 川島 信二有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ５２４ ―２：００．４１� ５２．２
４７ インテンション 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥五影 慶則氏 松永 幹夫 新ひだか フジワラフアーム ４８０ ― 〃 クビ ２７３．３�
６１１ リアライズキング 牡３栗 ５６ 福永 祐一�リアライズ 森 秀行 日高 三城牧場 ５００ ―２：００．９３ １２．９�
１２ ハイエストバイオ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ５０６ ―２：０１．０� ２１７．１�
２４ トーホウアミール 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ５０４ ―２：０１．１クビ ７９．９�
３５ ウインドバートラム 牡３鹿 ５６ 小牧 太福原 正博氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５０６ ―２：０３．５大差 ４４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６８１，８００円 複勝： ３５，８５４，８００円 枠連： １１，２００，０００円

普通馬連： ３４，５４６，１００円 馬単： ２８，３２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４４６，７００円

３連複： ４１，７２４，４００円 ３連単： ７７，１２２，５００円 計： ２６０，８９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２１０円 複 勝 � １，１２０円 � ３４０円 � １，１７０円 枠 連（１－７） ７，０５０円

普通馬連 �� １２，５２０円 馬 単 �� ２２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５３０円 �� ８，９１０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ５６，５１０円 ３ 連 単 ��� ４８２，３５０円

票 数

単勝票数 計 １７６８１８ 的中 � ３３１５（８番人気）
複勝票数 計 ３５８５４８ 的中 � ７８８８（８番人気）� ３１９９２（２番人気）� ７５３９（９番人気）
枠連票数 計 １１２０００ 的中 （１－７） １１７４（１６番人気）
普通馬連票数 計 ３４５４６１ 的中 �� ２０３７（２６番人気）
馬単票数 計 ２８３２０１ 的中 �� ９２５（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４４６７ 的中 �� １４１８（２４番人気）�� ３９３（５６番人気）�� １６２２（２１番人気）
３連複票数 計 ４１７２４４ 的中 ��� ５４５（１１０番人気）
３連単票数 計 ７７１２２５ 的中 ��� １１８（７０７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１４．１―１４．３―１３．９―１３．２―１２．６―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３７．８―５２．１―１：０６．０―１：１９．２―１：３１．８―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．８
１
３
１０－６，５（３，１５）－１３，１，９－１１（８，１２）２，７（４，１４）＝１６
１０（５，３）（６，１３，１５）１，９（１４，１２）（４，１１）（８，７）（２，１６）

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤケルソ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．３．３生 牡３栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインドバートラム号は，平成２３年３月５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を表示している。



０４０２９ ２月５日 曇 良 （２３京都２）第３日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１１ ソルデマーヨ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３４＋ ２２：１６．２ ４．１�
（伊）

２４ 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± ０２：１６．３� １．５�
５９ アストリンジャー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４９４± ０２：１６．４� １５．５�
７１３ 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 ４５８± ０ 〃 ハナ １４．５�
１２ イ グ ア ス 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４２：１６．８２� ５１．１�
５１０ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９６－１２ 〃 クビ ３０．３�
４８ エメラルターボ 牡３鹿 ５６ 酒井 学高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４８４± ０２：１７．０１� ２２６．７	
６１２ トルネードビア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ３９６± ０２：１７．４２� １０８．７

３６ ピエナセレブ 牡３黒鹿５６ 小牧 太本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４４４－ ８ 〃 ハナ ４２．０�
６１１ スズカアンペール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １４４．７�
２３ テイエムカミカゼ 牡３栗 ５６ 福永 祐一竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５０４＋１６２：１７．８２� １９０．５
８１５ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ６２：１７．９� １１７．７�
３５ オーミリバティー 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５６＋１０２：１８．１１� ２０２．４�
４７ 	 エイシンモンジュー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米 Eaton Sales ５１８－ ４２：１８．４１� １２．７�
７１４ イーストエンド 牡３栗 ５６ 芹沢 純一山上 和良氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド ４６２－ ４ 〃 同着 ４０２．６�
８１６ アカネカブリ 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 村田牧場 ４２８－ ２２：１８．５� ２１３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，２７４，１００円 複勝： １０４，４７９，８００円 枠連： １３，１７６，４００円

普通馬連： ５０，９６６，０００円 馬単： ４２，０５９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５７４，１００円

３連複： ８２，７０６，６００円 ３連単： １５３，２６２，４００円 計： ５０３，４９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � ２３０円 枠 連（１－２） ２１０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，８００円

票 数

単勝票数 計 ２９２７４１ 的中 � ５６５１６（２番人気）
複勝票数 計１０４４７９８ 的中 � １１３４７７（２番人気）� ７４４５３６（１番人気）� ３５４１４（５番人気）
枠連票数 計 １３１７６４ 的中 （１－２） ４８６０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０９６６０ 的中 �� １７９６２０（１番人気）
馬単票数 計 ４２０５９１ 的中 �� ５３４６２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５７４１ 的中 �� ７８０９３（１番人気）�� １０７８５（６番人気）�� １５５４９（４番人気）
３連複票数 計 ８２７０６６ 的中 ��� ９３１１５（２番人気）
３連単票数 計１５３２６２４ 的中 ��� ４０４９３（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．２―３７．４―５０．８―１：０４．２―１：１６．７―１：２９．４―１：４１．６―１：５３．４―２：０４．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソルデマーヨ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Candy Stripes デビュー ２０１０．１１．１４ 京都３着

２００８．５．６生 牡３黒鹿 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente ５戦１勝 賞金 １０，６００，０００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 コスモポルタトーリ号・ディアヴァンドーム号
※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。

０４０３０ ２月５日 曇 良 （２３京都２）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

３６ ダノンフェニックス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：３５．９ ３．８�

１２ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３８ ― 〃 ハナ ５．７�
２４ シルクフェリーチェ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅有限会社シルク河内 洋 安平 追分ファーム ４６０ ―１：３６．０� ８．３�
４８ ゴールデングローブ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６ ―１：３６．２１� ３６．３�
４７ ブロンクステイル 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４７８ ― 〃 ハナ １０．９�
２３ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０２ ―１：３６．６２� ７．１	
１１ グランゴール 牝３鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 新冠 協和牧場 ３９６ ―１：３６．７� ３４．３

６１１ ゴッドオブロマンス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠山本 剛史氏 橋田 満 千歳 社台ファーム ４１６ ―１：３７．３３� ３５．０�
５９ ナリタグローリー 牡３栗 ５６ 中村 将之�オースミ 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４６４ ―１：３７．５１� ２６７．３�
８１６ マスターアポイ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜�辻牧場 松田 国英 浦河 辻 牧場 B４７２ ― 〃 クビ ８４．１
５１０ サワノボンバー 牡３栗 ５６ 福永 祐一西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５２０ ― 〃 アタマ ２３．６�
３５ エアラギオール 牡３黒鹿５６ M．デムーロ �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：３７．８２ ４．１�

（伊）

７１３ テ フ テ フ 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介�ターフ・スポート村山 明 浦河 大北牧場 ４２８ ―１：３８．１１� ２１．０�

８１５ ハナサクテーラー 牝３芦 ５４ 小坂 忠士中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４７８ ―１：３８．２� ７９．２�
６１２ アートオブクウィル 牝３青鹿５４ 藤田 伸二小山 豊氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４３０ ―１：３９．０５ ７８．８�
７１４ カムトゥゲザー 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５８ ―１：４０．０６ ２５４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４７９，６００円 複勝： ２４，９８８，７００円 枠連： １４，４３２，５００円

普通馬連： ３９，５１８，９００円 馬単： ２５，３２２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７９０，０００円

３連複： ５１，３８５，２００円 ３連単： ７７，３０３，３００円 計： ２６６，２２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ２５０円 枠 連（１－３） ５３０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ７５０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ３，５５０円 ３ 連 単 ��� １６，６４０円

票 数

単勝票数 計 １６４７９６ 的中 � ３４６１９（１番人気）
複勝票数 計 ２４９８８７ 的中 � ４２４１７（２番人気）� ３２１４８（３番人気）� ２４１２１（５番人気）
枠連票数 計 １４４３２５ 的中 （１－３） ２０２５９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９５１８９ 的中 �� ２１１８０（３番人気）
馬単票数 計 ２５３２２０ 的中 �� ６７０５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７９００ 的中 �� ８３３９（３番人気）�� ５４７９（８番人気）�� ３５８４（１３番人気）
３連複票数 計 ５１３８５２ 的中 ��� １０７０１（８番人気）
３連単票数 計 ７７３０３３ 的中 ��� ３４３０（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．９―３６．３―４８．６―１：００．７―１：１２．７―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェニックス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grand Lodge 初出走

２００８．４．１３生 牡３黒鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa １戦１勝 賞金 ６，５００，０００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。



０４０３１ ２月５日 曇 良 （２３京都２）第３日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

４７ ナムラカイシュウ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ５１６＋ ２１：１２．１ ２．０�

６１２ ピサノプレミアム 牡５鹿 ５７ 池添 謙一市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４９８－ ４１：１２．２� １４．５�
３５ プリサイストップ 牡４鹿 ５７

５５ △高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８０－１２１：１３．０５ ３．７�
１１ ランドタカラ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９０＋１０１：１３．１� ３４．５�
５１０� レオアドミラル 牡５栗 ５７ 藤田 伸二田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８０－ ４１：１３．２� ８．９�
５９ ノボパガーレ 牡５栗 ５７ 和田 竜二�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４９２± ０１：１３．３クビ ４５．７�
８１６ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５１０＋ ２ 〃 クビ １１．２	
１２ ティアップエース 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 ４４６＋ ６１：１３．４クビ ２０３．４

２３ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ２１：１４．１４ １０．６�
７１４� クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 安藤 光彰栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７２＋ ４１：１４．２� ２９７．０�
６１１ メイフィールド 牝４鹿 ５５ 酒井 学千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４－１２１：１４．３クビ ２０６．６
２４ � ビービーボルト �５鹿 ５７ 川島 信二�坂東牧場 高橋 祥泰 日高 碧雲牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ ４６８．９�
３６ � アイファーマーチス 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５３２＋２０ 〃 アタマ １３５．４�
８１５ ヒシビビッド 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８６＋ ８１：１４．４� ７３．６�
４８ アスタークリス 牡５芦 ５７ 小牧 太加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４５２＋ ４１：１４．６１� ５３．１�
７１３ ヴィクトリアローズ 牝４栗 ５５ 小林 徹弥古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４３０－ ４１：１５．３４ ７９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０８９，４００円 複勝： ３２，６８８，３００円 枠連： １３，７１７，１００円

普通馬連： ４８，４１６，７００円 馬単： ３３，７２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７５６，９００円

３連複： ６９，３０１，６００円 ３連単： １１０，８３１，０００円 計： ３４８，５２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（４－６） １，２１０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ２００円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ７，０４０円

票 数

単勝票数 計 １８０８９４ 的中 � ７２２６７（１番人気）
複勝票数 計 ３２６８８３ 的中 � ９２７７３（１番人気）� ２７０６４（６番人気）� ６４００２（２番人気）
枠連票数 計 １３７１７１ 的中 （４－６） ８４１３（５番人気）
普通馬連票数 計 ４８４１６７ 的中 �� ２６８１４（５番人気）
馬単票数 計 ３３７２３０ 的中 �� １４０２７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７５６９ 的中 �� １１２３２（４番人気）�� ３２７６６（１番人気）�� ７５９５（８番人気）
３連複票数 計 ６９３０１６ 的中 ��� ３９２８８（３番人気）
３連単票数 計１１０８３１０ 的中 ��� １１６２０（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．１―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラカイシュウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．９．１３ 札幌１着

２００６．４．６生 牡５鹿 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー １５戦３勝 賞金 ４２，１９２，０００円

０４０３２ ２月５日 曇 良 （２３京都２）第３日 第８競走 ��
��１，９００�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，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

３３ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５０４－ ６２：０１．８ ６．４�

７９ ピサノルビー 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４８６－ ４２：０１．９� ４．１�
７８ ヴィーヴァレジーナ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３０＋ ８ 〃 ハナ ６２．５�
４４ ナムラロアー 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 小野 秀治 ４４２－ ８２：０２．６４ １７．６�
６７ イーグルドライヴ 牡４栗 ５６

５３ ▲国分 優作�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B４９２＋ ５ 〃 クビ ４２．４�
８１０ プルシアンオリーブ 牡５青鹿５７ M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５１０± ０２：０３．０２� １．６�

（伊）

６６ 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 B４９０－ ６２：０３．５３ ２７．８	
２２ メイショウグラード 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 B４９８＋ ２ 〃 クビ ２２８．３

５５ 	 ラ ブ ル ビ ー 牝４栗 ５４

５３ ☆国分 恭介オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４４０＋ ４２：０４．７７ ２９８．１�

１１ 
 ノーザンリバイブ 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi
Kobayashi ５００＋１４２：０５．１２� １６．７�

８１１	 フレンドパライバ 牝４黒鹿５４ 芹沢 純一横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 酒井 秀紀 ４１４± ０２：０９．５大差 ４２７．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７３，３００円 複勝： ４７，１８８，２００円 枠連： １２，５２６，１００円

普通馬連： ４１，９５３，０００円 馬単： ４１，４４４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１０１，０００円

３連複： ６１，０４７，１００円 ３連単： １６３，３８０，２００円 計： ４０７，９１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２９０円 � ２２０円 � １，２４０円 枠 連（３－７） １，３５０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，０２０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� １０，３６０円 ３ 連 単 ��� ５２，０００円

票 数

単勝票数 計 ２０２７３３ 的中 � ２５００８（３番人気）
複勝票数 計 ４７１８８２ 的中 � ４５５１９（３番人気）� ６５７１８（２番人気）� ８１６６（８番人気）
枠連票数 計 １２５２６１ 的中 （３－７） ６８９３（６番人気）
普通馬連票数 計 ４１９５３０ 的中 �� １９５２３（５番人気）
馬単票数 計 ４１４４４５ 的中 �� ８９６３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１０１０ 的中 �� １４２２５（３番人気）�� ２２８２（２０番人気）�� ４１２３（１４番人気）
３連複票数 計 ６１０４７１ 的中 ��� ４３４９（２６番人気）
３連単票数 計１６３３８０２ 的中 ��� ２３１９（１１６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．７―１２．３―１３．９―１３．４―１３．２―１２．５―１２．２―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．８―３１．１―４５．０―５８．４―１：１１．６―１：２４．１―１：３６．３―１：４８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァギブソン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．７．１８ 新潟９着

２００７．２．４生 牡４鹿 母 セーヌフロウ 母母 パ リ ゼ ッ ト １３戦１勝 賞金 ８，８９０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドパライバ号は，平成２３年３月５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を表示している。



０４０３３ ２月５日 曇 良 （２３京都２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�エルフィンステークス

発走１４時２５分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５５ マルセリーナ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４８－ ８１：３４．４ ２．８�

３３ � ノーブルジュエリー 牝３黒鹿５４ M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm ４８２－ ６１：３４．６１� ２．１�
（伊）

７８ グルヴェイグ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３６－ ８１：３４．８１ ５．３�
８１０ ケイティーズジェム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２２－ ２ 〃 ハナ １１．０�
７９ メ デ タ シ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３０± ０１：３５．２２	 ６８．３�
４４ ツルマルワンピース 牝３鹿 ５４ 福永 祐一鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８６－ ２１：３５．３	 １５．６�
６６ ジョーアラマート 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 ４５６－ ４１：３５．４	 １４０．７	
８１１ ヒシカルメン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４５６－１０１：３５．５	 １３４．１

１１ ウ ア ジ ェ ト 牝３黒鹿５４ 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ３０．３�
２２ 
 デスティニーホープ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 モリナガファーム ４３２－ ６１：３５．８２ ４２０．８�
６７ トップモデル 牝３鹿 ５４ 酒井 学間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４１６－１２１：３７．３９ １９３．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５７，７６６，８００円 複勝： ７５，０６１，１００円 枠連： １８，５６５，７００円

普通馬連： １１２，２０１，１００円 馬単： ８２，４９８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，７２３，２００円

３連複： １３７，７１３，７００円 ３連単： ３５１，１６３，２００円 計： ８７６，６９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－５） ３１０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� １，９９０円

票 数

単勝票数 計 ５７７６６８ 的中 � １６３８７９（２番人気）
複勝票数 計 ７５０６１１ 的中 � ２２１３９３（１番人気）� １９９０２９（２番人気）� １０６２６７（３番人気）
枠連票数 計 １８５６５７ 的中 （３－５） ４５２９４（１番人気）
普通馬連票数 計１１２２０１１ 的中 �� ２７９７８２（１番人気）
馬単票数 計 ８２４９８７ 的中 �� ９２２７３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１７２３２ 的中 �� ８３２７３（１番人気）�� ４３０４５（２番人気）�� ３７８７２（３番人気）
３連複票数 計１３７７１３７ 的中 ��� ２２０９７６（１番人気）
３連単票数 計３５１１６３２ 的中 ��� １３０２９４（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．０―１２．３―１２．１―１１．５―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．４―４７．７―５９．８―１：１１．３―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルセリーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神１着

２００８．２．１７生 牝３鹿 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye ３戦２勝 賞金 ３６，１７７，０００円
※ジョーアラマート号は，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を表示している。

０４０３４ ２月５日 曇 良 （２３京都２）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�

いかるが

斑鳩ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５１０ サワノパンサー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４８－ ２１：２１．２ ７．５�

１１ ホーカーハリケーン 牝５青鹿５５ M．デムーロ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９６＋１６１：２１．４１� ５．７�
（伊）

４７ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５７ 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 ５１４－ ４ 〃 ハナ ９．９�

６１２ スペルバインド 牝６鹿 ５５ 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５１２－ ２ 〃 ハナ ４．９�
３５ マイネルカリバーン 牡４黒鹿５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５１６－ ８１：２１．５� ７．０	
４８ サクラミモザ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４７４－ ６１：２１．６� ３．９

７１３ ピエナポパイ 牡６栗 ５７ 小牧 太本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５１６＋ ６ 〃 ハナ ３７．６�
６１１ マルティンスターク 牝６鹿 ５５ 川島 信二 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４５２－ ４１：２１．７� ９１．９�
５９ マイネルプルート 牡７黒鹿５７ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７４＋ ４１：２１．８クビ ２９．３
２３ 	 セイウンワキタツ 牡８鹿 ５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４９２＋ ２ 〃 クビ １０３．０�
８１５
 メイショウカーター 牡８鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４７２－ ６１：２１．９クビ １７７．４�
２４ 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 ４９２＋１４ 〃 アタマ ９．６�
７１４ アスドゥクール 牝６栗 ５５ 国分 恭介 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－１０１：２２．１１� １２１．９�
１２ アドマイヤヘッド 牡７芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４８２＋１２１：２２．２� １５５．６�
８１６ タイガーストーン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０８± ０１：２２．３クビ ２９．４�
３６ アマノトレンディー 牡８栗 ５７ 高倉 稜中村 孝氏 湯窪 幸雄 門別 法理牧場 ４７６＋ ２１：２２．５１� ２０１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，１１５，０００円 複勝： ６５，２１７，０００円 枠連： ２９，３７８，１００円

普通馬連： １４４，５３４，３００円 馬単： ７４，９３２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３０７，２００円

３連複： １７８，２９８，５００円 ３連単： ３１０，４６０，９００円 計： ８８８，２４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２４０円 � ２４０円 � ２７０円 枠 連（１－５） １，９５０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ４，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ９００円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ４，９６０円 ３ 連 単 ��� ２５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３５１１５０ 的中 � ３６９１７（５番人気）
複勝票数 計 ６５２１７０ 的中 � ７２１３８（４番人気）� ７５０２４（３番人気）� ６２７８２（５番人気）
枠連票数 計 ２９３７８１ 的中 （１－５） １１１４３（１０番人気）
普通馬連票数 計１４４５３４３ 的中 �� ４６９６６（１２番人気）
馬単票数 計 ７４９３２４ 的中 �� １１９２４（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０３０７２ 的中 �� １３６２５（１４番人気）�� １３８４０（１３番人気）�� １２２５８（１５番人気）
３連複票数 計１７８２９８５ 的中 ��� ２６５４８（２０番人気）
３連単票数 計３１０４６０９ 的中 ��� ８９９１（８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４６．８―５８．２―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．４
３ ７，１０（１，１４）５（８，９，１６）（３，４）１２（２，６，１１）１５，１３ ４ ・（７，１０）（１，１４）５，１６（３，９）４（２，８，１２，１１）（６，１５）１３

勝馬の
紹 介

サワノパンサー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．８ 京都２着

２００６．４．１８生 牡５鹿 母 サワノビンティ 母母 ダッシングママ １５戦５勝 賞金 ６４，０８７，０００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。



０４０３５ ２月５日 晴 良 （２３京都２）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�すばるステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

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

３６ アーリーロブスト 牡５鹿 ５５ 藤田 伸二�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０８＋ ２１：２３．４ ２．７�

８１５ ツクバホクトオー 牡５黒鹿５５ 四位 洋文荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８６± ０１：２３．５� ３．５�
６１１ トーホウドルチェ 牝６黒鹿５６ 川田 将雅東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４４６± ０１：２３．６クビ １９．９�
１２ ワンダーポデリオ 牡７鹿 ５７ 酒井 学山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４８２＋ ６１：２３．９１� １１．５�
１１ 	 アンダーカウンター 牡６栗 ５５ M．デムーロ加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５２０－ ２１：２４．１１
 ５．１�
（伊）

４７ � クイックリープ 牡６栗 ５５ 飯田 祐史松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４９０± ０ 〃 クビ ２８７．３	

２３ シャウトライン 牡７青鹿５７ 芹沢 純一�協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ５０２＋ ２ 〃 アタマ ７９．７

５９ セイカアレグロ 牡６鹿 ５６ 和田 竜二久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０６－ ４１：２４．２クビ ９５．５�
８１６ スペースフライト 牡７栃栗５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ７１．５�
７１３ ペプチドルビー 牝６鹿 ５３ 小牧 太沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４７６± ０１：２４．３クビ ２８．１
４８ サ リ エ ル 牝４鹿 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４８０＋１２１：２４．４� ７．１�
３５ トシギャングスター 牡４芦 ５５ 池添 謙一田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ４６．３�
２４ ユウキタイティ 牡７栗 ５６ 熊沢 重文ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５２０＋ ２ 〃 クビ ３３０．８�
５１０ スリーアリスト 牡６栗 ５６ 国分 恭介永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４９６± ０１：２４．５クビ ４８．８�
７１４ メイショウセンゴク 牡６栗 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４８４＋ ６１：２５．２４ １８３．５�
６１２ メジロシリング 牡８栗 ５５ 藤岡 佑介�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５０６－ ２１：２６．６９ ３７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，４８７，６００円 複勝： ８１，５８９，４００円 枠連： ５０，３２４，８００円

普通馬連： ２４３，２３８，４００円 馬単： １２９，００２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，５４６，１００円

３連複： ３０９，７６７，３００円 ３連単： ５９０，７４６，８００円 計： １，５２８，７０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（３－８） ５１０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ６７０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� ７，８００円

票 数

単勝票数 計 ５０４８７６ 的中 � １４８４５７（１番人気）
複勝票数 計 ８１５８９４ 的中 � １９７７９３（１番人気）� １６２７３８（２番人気）� ４１６７４（６番人気）
枠連票数 計 ５０３２４８ 的中 （３－８） ７３５９５（１番人気）
普通馬連票数 計２４３２３８４ 的中 �� ３２７８６４（１番人気）
馬単票数 計１２９００２４ 的中 �� ９２９４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３５４６１ 的中 �� ９５９０７（１番人気）�� ２４８９０（８番人気）�� １８０９７（１１番人気）
３連複票数 計３０９７６７３ 的中 ��� １０６６２７（６番人気）
３連単票数 計５９０７４６８ 的中 ��� ５５９２７（１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．９―１２．１―１１．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．９―４７．０―５８．８―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーリーロブスト �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Mazel Trick デビュー ２００８．１０．１９ 京都２着

２００６．４．２７生 牡５鹿 母 クワイエットアース 母母 Diablo’s Bobett ２０戦４勝 賞金 １１７，１１５，０００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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アースサウンド号・カジノドライヴ号・ダイナミックグロウ号・タガノクリスエス号・タマモクリエイト号・

トーホウオルビス号・メイショウサライ号
※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。

０４０３６ ２月５日 晴 良 （２３京都２）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�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 １０，４００，０００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

２３ リッカアリュール 牡５栗 ５７ 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４８０－ ８１：１１．５ ４．４�

３６ � ヒシアカデミー 牡５青鹿５７ 小林 徹弥阿部雅一郎氏 河内 洋 米
Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５４２－ ６１：１２．０３ ２６．４�
１２ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 岩田 康誠地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６ 〃 アタマ ４．６�
２４ 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 ４７２＋ ２ 〃 クビ ３３．４�
４７ � コパノカチーノ 牡５栗 ５７

５５ △高倉 稜小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５２０＋ ２ 〃 アタマ １７．８�
３５ � カミヒコーキ 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ５０８－ ４１：１２．２１	 ３１．５�
５９ エーシンスポール 牝４黒鹿５５ 川田 将雅�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７２± ０１：１２．３クビ ７．１	
７１４ ピュアマリーン 牝５栗 ５５ 芹沢 純一
山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５８± ０１：１２．５１
 ７．４�
５１０ チェアユーアップ 牝５栗 ５５

５４ ☆国分 恭介岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４５８＋ ８１：１２．８１� ５１．８�
６１２ ワンモアグリッター 牝６栗 ５５ 岩崎 祐己
イクタ 須貝 彦三 新冠 長浜 秀昭 ４６８－ ６ 〃 クビ １３７．６
８１５ フライトオブスワン 牝４栗 ５５ 福永 祐一 
社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム ４６２＋１２１：１３．０１ ３．９�
４８ コウエイフラッシュ �５鹿 ５７ 川島 信二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９２＋ ６１：１３．２１
 ２１．９�
６１１ スーパーウーマン 牝６栗 ５５ 和田 竜二 
高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４７０± ０ 〃 ハナ ６１．９�
１１ マイティーストーム 牡６鹿 ５７ 四位 洋文小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５４０＋ ６１：１３．３	 ３３．５�
７１３ メイショウタカチホ 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 優作松本 和子氏 高橋 隆 静内 岡田牧場 ４８２＋ ２１：１３．５１	 ２２０．１�
８１６� ア シ ュ ア 牡４鹿 ５７ 酒井 学鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 ５３０＋ ２１：１４．５６ １６３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５２５，５００円 複勝： ４７，６６１，６００円 枠連： ２８，１１０，９００円

普通馬連： １１２，３１３，６００円 馬単： ６０，３６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，６７７，２００円

３連複： １５１，８３４，５００円 ３連単： ２６０，９５８，３００円 計： ７３２，４４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ５３０円 � ２００円 枠 連（２－３） ２，７４０円

普通馬連 �� ５，２２０円 馬 単 �� ７，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ３９０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ５，５１０円 ３ 連 単 ��� ３９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ３０５２５５ 的中 � ５４８５２（２番人気）
複勝票数 計 ４７６６１６ 的中 � ７１６３０（１番人気）� １８８４４（８番人気）� ６９２９１（３番人気）
枠連票数 計 ２８１１０９ 的中 （２－３） ７５７８（１７番人気）
普通馬連票数 計１１２３１３６ 的中 �� １５８８１（１９番人気）
馬単票数 計 ６０３６７３ 的中 �� ５８８０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０６７７２ 的中 �� ６７１３（１６番人気）�� ２８６４１（１番人気）�� ６８８１（１５番人気）
３連複票数 計１５１８３４５ 的中 ��� ２０３５２（１２番人気）
３連単票数 計２６０９５８３ 的中 ��� ４８３８（９８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１２．０―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．８―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッカアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エイシンワシントン デビュー ２００８．８．２４ 札幌１１着

２００６．４．１６生 牡５栗 母 ヤ マ シ ロ 母母 グリーンアーク １２戦３勝 賞金 ２５，８００，０００円



（２３京都２）第３日 ２月５日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２０，８５０，０００円
２１，２８０，０００円
１，４２０，０００円
２０，８８０，０００円
６０，６１９，０００円
４，４９８，０００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
３２０，７６２，７００円
５９８，０１７，４００円
２２２，６７４，０００円
９３３，３６６，１００円
５９８，１０２，７００円
３５６，３１５，６００円
１，２３６，３８４，２００円
２，３６４，１８４，１００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 ６，６２９，８０６，８００円

総入場人員 １７，０４１名 （有料入場人員 １５，６９１名）


