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０１０１３ １月８日 晴 良 （２４京都１）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１１ タマモクララ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４７２± ０１：５５．１ １．８�

５１０ ウインミーティア 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：５５．９５ ７．３�
５９ ステラーフェアリー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �ダイヤモンドファーム 新川 恵 浦河 有限会社

松田牧場 ４４８－ ２１：５６．７５ ３７０．４�
１２ クイーンパワー 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４３６－ ４１：５７．１２� ２０．５�
８１５ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 優作森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４３６－１０１：５７．４１� ２１８．５�
３６ ダンツレアリティ 牝３栗 ５４ 川田 将雅山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ２１：５７．５クビ １６．６	
４７ ロングカリス 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７６－ ２１：５７．８１� ２３１．７

７１３ ニコニコマーク 牝３鹿 ５４ 幸 英明西村新一郎氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム ４３４＋１０１：５７．９クビ ７２．１�
７１４ メ ッ セ ー ジ 牝３青鹿５４ 熊沢 重文岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６８＋ ２１：５８．２１� ２２９．７�
３５ パレスメダーリア 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４３０－ ２１：５８．３� １３．８
８１６ ハッピーメイカー 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�三枝牧場 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４４４－１４１：５８．４クビ ６．５�
４８ ソロデビュー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 ４８０－ ８ 〃 クビ ２８．３�
２３ ポケットブーケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 富菜牧場 ４５６＋ ４１：５８．６１� ５０９．６�
２４ シゲルサクランボ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４０－ ２１：５８．８１ ８．０�
６１２ スノーフラワー 牝３芦 ５４ 酒井 学 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 正和山本牧場 ４８８－ ４１：５９．８６ １７３．８�
６１１ エーシンブラーヴァ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４３０± ０２：０１．３９ ５９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９２４，７００円 複勝： ４３，７３５，５００円 枠連： １５，８６４，７００円

馬連： ５１，６５０，０００円 馬単： ４２，４２１，９００円 ワイド： ２６，４７６，６００円

３連複： ８０，００２，８００円 ３連単： １３３，１０３，７００円 計： ４１７，１７９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ２，２８０円 枠 連（１－５） ７９０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ３，３８０円 �� １２，０６０円

３ 連 複 ��� ３９，９８０円 ３ 連 単 ��� ８４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２３９２４７ 的中 � １０８７６０（１番人気）
複勝票数 計 ４３７３５５ 的中 � １７６９００（１番人気）� ３５７０９（４番人気）� ２８１２（１１番人気）
枠連票数 計 １５８６４７ 的中 （１－５） １４９３１（４番人気）
馬連票数 計 ５１６５００ 的中 �� ４５９５４（３番人気）
馬単票数 計 ４２４２１９ 的中 �� ２５０４６（３番人気）
ワイド票数 計 ２６４７６６ 的中 �� １８８６３（３番人気）�� １８１４（３４番人気）�� ５００（６２番人気）
３連複票数 計 ８０００２８ 的中 ��� １４７７（８５番人気）
３連単票数 計１３３１０３７ 的中 ��� １１６１（２１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．１―５０．５―１：０３．７―１：１７．０―１：２９．７―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモクララ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．８．２７ 札幌４着

２００９．３．３１生 牝３鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク ４戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンブラーヴァ号は，平成２４年２月８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キタサンテンニョ号・フィリスバイド号
（非抽選馬） ２頭 ウォーターカリブ号・パッションロード号

０１０１４ １月８日 晴 良 （２４京都１）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５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

８１５ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：１３．６ ６．５�

２４ ドリームチャージ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４２４－ ２１：１３．９２ ５．６�
８１６ キングヒーロー 牡３黒鹿５６ 北村 友一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ７．４�
７１３ イエスイットイズ 牡３鹿 ５６ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８４－ ８１：１４．０クビ ３４．６�
３６ ギルドマスター 牡３栗 ５６ 四位 洋文香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４８６＋ ４１：１４．４２� １６．４�
２３ ドーントレス 牡３黒鹿５６ 国分 恭介岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４５８＋ ４１：１４．７１� １２．５�
７１４ ロ ゼ ツ ヨ シ 牡３鹿 ５６ 川島 信二�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２４－１０ 〃 ハナ ３４２．１�
３５ キョウワイザベル 牝３鹿 ５４ C．ルメール	協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １５．１


（仏）

４８ ウィンドミルシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 三石ファーム ４３４＋ ２１：１４．８クビ ５５．１�
５９ アースパイプ 牡３栗 ５６ 幸 英明窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ４．６
６１２ デンタルボーイ 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４８４－ ４ 〃 アタマ ３３５．５�
１２ サクラアクティブ 牡３青鹿５６ 福永 祐一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 伊藤 敏明 ４７０－ ８１：１４．９� ３．３�
６１１ シゲルナツミカン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作森中 蕃氏 坪 憲章 日高 モリナガファーム ４６０＋ ２１：１５．０� ３５９．１�
５１０ パープルダイガク 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 ４５８＋３２１：１５．１� ３１１．９�
４７ ストリームライン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４６６－ ４１：１５．３１� １１５．０�

（１５頭）
１１ タニノチャーチル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９０＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，００６，５００円 複勝： ３９，０８１，５００円 枠連： １８，１７３，５００円

馬連： ５８，０７９，４００円 馬単： ４１，２８１，６００円 ワイド： ２６，５５８，１００円

３連複： ７７，７２１，４００円 ３連単： １１３，３３６，２００円 計： ３９６，２３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 � ２５０円 枠 連（２－８） ８３０円

馬 連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ８７０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ５，９００円 ３ 連 単 ��� ３４，６１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２００６５（返還計 ３４０６） 的中 � ２６９９９（４番人気）
複勝票数 差引計 ３９０８１５（返還計 ５２５７） 的中 � ３５５９０（５番人気）� ５５３６９（３番人気）� ４０７２６（４番人気）
枠連票数 差引計 １８１７３５（返還計 ２２２３） 的中 （２－８） １６２７５（４番人気）
馬連票数 差引計 ５８０７９４（返還計 ２５３８０） 的中 �� １６５９８（１１番人気）
馬単票数 差引計 ４１２８１６（返還計 １８１９８） 的中 �� ６２９８（１８番人気）
ワイド票数 差引計 ２６５５８１（返還計 １３２６７） 的中 �� ６３４２（１４番人気）�� ７６２７（１０番人気）�� ７４０９（１１番人気）
３連複票数 差引計 ７７７２１４（返還計 ６４２２０） 的中 ��� ９７２５（２２番人気）
３連単票数 差引計１１３３３６２（返還計 ９２００１） 的中 ��� ２４１７（１２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．４―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．３―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツヨシノブルーム �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．１４ 札幌７着

２００９．４．１７生 牡３芦 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔競走除外〕 タニノチャーチル号は，馬場入場後に放馬。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クリノホウザン号・ハヤブサフォルテ号・ファンデルワールス号・メイショウボラーレ号
（非抽選馬） ４頭 イーグルタイム号・ヴォワドランジュ号・エスペリア号・メイショウフォロー号
※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。

第１回　京都競馬　第２日



０１０１５ １月８日 晴 良 （２４京都１）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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 スナークタキオン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ５０４＋ ８１：５５．４ ４．８�

３５ アントニオピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４－ ４１：５５．６１� ４．３�

５１０ ヤマニンカヴァリエ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９２± ０１：５５．９１� ４．７�
４７ ショウナンハヤブサ 牡３栗 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５０８－ ４１：５６．０� ４．３�
６１１ エイユーミラクル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠笹部 義則氏 高野 友和 新冠 村上 欽哉 ４８８＋ ２１：５６．４２� １３．３�
６１２ アルディエス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４６＋ ２１：５６．６１� ２８．９�
４８ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５６４－ ４ 〃 アタマ ２５．２	
２４ ジョウショーサニー 牡３栗 ５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B５２２± ０１：５７．０２� ７５．１

１１ ザ ソ ル ト 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新冠 中本 隆志 ４６０＋ ８１：５７．２１� １１５．３�
１２ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５００＋２４ 〃 クビ ４０．７�
３６ グレートサミット 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４７８－ ２１：５７．３クビ ４１．５
２３ チョウインパクト 牡３栗 ５６ 酒井 学丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 渡辺牧場 ４９６－ ４１：５７．５１ １７０．０�
７１４ ベ ク ト ル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 ５３８＋１０ 〃 ハナ ８．３�
７１３ テイエムブロンクス 牡３鹿 ５６ 北村 友一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 加藤牧場 ４２８－１０１：５７．６� １３６．８�
５９ タマモデザイア 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８６＋１０１：５７．８１� ７５．８�
８１６ タマモコンサート 牡３鹿 ５６ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新冠 小泉牧場 ５０４＋ ８２：００．３大差 １１４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８６６，５００円 複勝： ４２，６１９，３００円 枠連： １８，４２６，８００円

馬連： ６３，９４１，６００円 馬単： ４３，９５８，３００円 ワイド： ３０，０６１，９００円

３連複： ８９，３８１，５００円 ３連単： １３７，１６７，６００円 計： ４４７，４２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（３－８） ８９０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ５１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ８，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２１８６６５ 的中 � ３５９７０（４番人気）
複勝票数 計 ４２６１９３ 的中 � ６９９４２（２番人気）� ６８５１９（３番人気）� ６２７７６（４番人気）
枠連票数 計 １８４２６８ 的中 （３－８） １５３１５（４番人気）
馬連票数 計 ６３９４１６ 的中 �� ４８１４８（４番人気）
馬単票数 計 ４３９５８３ 的中 �� １５８８５（７番人気）
ワイド票数 計 ３００６１９ 的中 �� １８８４２（４番人気）�� １４５４２（６番人気）�� １４８９７（５番人気）
３連複票数 計 ８９３８１５ 的中 ��� ３８１３５（４番人気）
３連単票数 計１３７１６７６ 的中 ��� １１３６２（２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．１―１３．５―１３．１―１３．３―１３．０―１２．８―１２．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．５―３８．０―５１．１―１：０４．４―１：１７．４―１：３０．２―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３
６，１０（５，１１）（８，１４）１２（７，１６，１５）９，１３，４，２，３，１・（６，１０）１６（５，１１，１５）（７，１４，１３）８（１２，９）４（２，３）１

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

勝馬の
紹 介

スナークタキオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神４着

２００９．４．４生 牡３鹿 母 スナークスズラン 母母 フリートレガッタ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 アントニオピサ号の騎手川田将雅は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サントスシチー号・シゲルアーモンド号・ナムラジャーナル号
（非抽選馬） １頭 シンボリエクレール号

０１０１６ １月８日 晴 良 （２４京都１）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５１０ スイートジュエリー 牝３黒鹿５４ 四位 洋文下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５１４ ―１：１３．７ ２．０�

１２ アンバルブライベン 牝３鹿 ５４ 北村 友一伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４５６ ― 〃 クビ ４．８�
８１６ タガノカプリッチョ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２ ―１：１４．６５ １７．５�
１１ オ ン ジ ェ ム 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹山上 和良氏 新開 幸一 日高 高柳 隆男 ４７２ ―１：１４．８１� ３４．５�
４７ スジャウムンキン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大加藤 信之氏 谷 潔 日高 庫宝牧場 ４６８ ―１：１４．９クビ １５２．８�
３６ エリモマッローネ 牡３栗 ５６ 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 ４５４ ―１：１５．６４ ２５．５�
７１４ レジオンドヌール 牝３芦 ５４ 川田 将雅 	ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前川牧場 ４４４ ― 〃 ハナ １６．８

６１２ ラインレベッカ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠大澤 繁昌氏 領家 政蔵 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８８ ― 〃 クビ ７．５�
４８ マサノスペシャル 牡３青鹿５６ 芹沢 純一猪野毛雅人氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 ５１０ ―１：１５．８１ １１．６�
８１５ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 浜中 俊門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４７２ ―１：１６．０１ ４０．４
３５ キープザメイク 牝３鹿 ５４ 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：１６．３１� ３３．３�
２３ � ケイティーズミスト 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦有限会社シルク加用 正 米 Masatake

Iida DVM ４６２ ―１：１６．６１� ４６．３�
５９ スズカロイス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 ４７４ ―１：１７．０２	 ３５．１�
２４ レイシャルム 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４０ ―１：１７．１クビ １４２．５�
６１１ ラッシュパワー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也中西 功氏 柴田 光陽 新冠 杉山 義行 ５２２ ―１：１７．７３	 ４０４．３�
７１３ メイショウナナクサ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４７０ ―１：２０．８大差 １６６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５９９，９００円 複勝： ３６，０８５，８００円 枠連： １９，３００，４００円

馬連： ５９，９６９，５００円 馬単： ４８，０７５，７００円 ワイド： ２９，３８８，４００円

３連複： ８１，３０１，５００円 ３連単： １３８，２０１，４００円 計： ４３７，９２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（１－５） ４７０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ４７０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� ３，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２５５９９９ 的中 � １０５７１４（１番人気）
複勝票数 計 ３６０８５８ 的中 � １１７８５７（１番人気）� ５６８８２（２番人気）� ２４１４８（５番人気）
枠連票数 計 １９３００４ 的中 （１－５） ３０７５７（１番人気）
馬連票数 計 ５９９６９５ 的中 �� ８８７７４（１番人気）
馬単票数 計 ４８０７５７ 的中 �� ４９７５４（１番人気）
ワイド票数 計 ２９３８８４ 的中 �� ３４８４３（１番人気）�� １４９９３（４番人気）�� ６４７９（１０番人気）
３連複票数 計 ８１３０１５ 的中 ��� ３５３９３（３番人気）
３連単票数 計１３８２０１４ 的中 ��� ２６６６２（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．９―１２．３―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．２―３６．１―４８．４―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートジュエリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake 初出走

２００９．５．１１生 牝３黒鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウナナクサ号は，平成２４年２月８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。
（非当選馬） ７頭 オースミムーン号・ガンジス号・ゴールデンツー号・シゲルシブガキ号・スピアナート号・ホッコーハッピー号・

ワキノネクサス号



０１０１７ １月８日 晴 良 （２４京都１）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

６１２ ニューダイナスティ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４－ ８２：０１．７ １２．６�

８１６ シルクキングリー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７６＋ ２２：０１．９１� １０．３�
５９ クランモンタナ 牡３芦 ５６ C．ルメール �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：０２．２２ ３．９�

（仏）

４８ レッドブレイゾン 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２２：０２．３� １．９�
８１５ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４９４＋１４ 〃 ハナ ４５．４�
６１１ ナムラコンカー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ５３４＋１０２：０２．４� ７７．２	
４７ エーシンクーフラン 牡３青 ５６ 後藤 浩輝�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４９０－ ４２：０２．５クビ ２３．０

３５ メモリーシリング 牡３栗 ５６ 福永 祐一�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５０８± ０２：０２．６� ３３．５�
１１ ウォーターレオ 	３鹿 ５６ 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４７２－ ４ 〃 アタマ ３０５．７�
１２ アドマイヤシルク 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ２ 〃 クビ １１．４
７１３ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ６２：０２．８１� １０２．７�
２３ カネトシロバスト 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 米田牧場 ４２４－ ８２：０３．０１� ５２４．１�
５１０ ゴーゴークリス 牡３青鹿５６ 幸 英明加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４６０－ ６２：０３．２１� ６８．５�
７１４ ジュディソング 牝３栗 ５４ 川田 将雅中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４＋ ２２：０３．３クビ １４．６�
２４ トニフィカーレ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム ４７４＋ ４２：０３．５１� ３０８．３�
３６ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 鮫島 良太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５６＋１２２：０３．８２ ６５２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，２３９，２００円 複勝： ５９，５９３，４００円 枠連： ２１，４２３，３００円

馬連： ７７，４２１，１００円 馬単： ５８，７５６，９００円 ワイド： ４０，３４９，２００円

３連複： １１０，５３２，４００円 ３連単： １９４，５４２，２００円 計： ５９９，８５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３５０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（６－８） ２，５２０円

馬 連 �� ４，８９０円 馬 単 �� １１，１６０円

ワ イ ド �� １，５９０円 �� ５６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ３，８７０円 ３ 連 単 ��� ３９，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３７２３９２ 的中 � ２３４１７（５番人気）
複勝票数 計 ５９５９３４ 的中 � ３７７９４（５番人気）� ５１３３８（３番人気）� １３６３３９（２番人気）
枠連票数 計 ２１４２３３ 的中 （６－８） ６２８９（１１番人気）
馬連票数 計 ７７４２１１ 的中 �� １１７０６（１５番人気）
馬単票数 計 ５８７５６９ 的中 �� ３８８９（３４番人気）
ワイド票数 計 ４０３４９２ 的中 �� ５９２４（１６番人気）�� １８５６７（５番人気）�� １５８６２（７番人気）
３連複票数 計１１０５３２４ 的中 ��� ２１０９８（１２番人気）
３連単票数 計１９４５４２２ 的中 ��� ３６２１（１０８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．９―１３．１―１２．２―１２．５―１２．３―１１．６―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．２―３６．１―４９．２―１：０１．４―１：１３．９―１：２６．２―１：３７．８―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューダイナスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー ２０１１．１１．２７ 京都２着

２００９．２．１６生 牡３鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ウォーターボルカノ号・カネトシアージ号・クリノタイコウ号・セルリアンラビット号・ナンヨーウゼン号・

フォントルロイ号
※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。

０１０１８ １月８日 曇 良 （２４京都１）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２４ ハタノヴァンクール 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４９４＋ ４１：５３．７ ５．４�

８１５ スタンドバイミー 牡３鹿 ５６ 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４４２－ ４１：５３．９１� ８．７�
７１３ ラフィングインメイ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋１４１：５４．２１� ２０．９�
１１ � サウンドビガレス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm ４８０＋ ４１：５４．３� ３．７�
４８ タガノナパヴァレー 	３黒鹿５６ 秋山真一郎八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０－ ２１：５４．４
 ５４．０�
３６ メイショウコンカー 牡３栗 ５６ 川田 将雅松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：５４．６１
 ４６．１�
７１４ メイショウブシドウ 牡３青鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ２１：５５．２３
 １１．４	
６１２ スペシャルザダイヤ 牡３鹿 ５６ 幸 英明青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：５５．５１� ４６．８

５９ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６６－ ２ 〃 ハナ １１６．８�
８１６ ミレニアムゴールド 牡３芦 ５６ C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４６２＋ ４１：５５．６
 １０．５�

（仏）

１２ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５０６＋ ２１：５５．９２ ３．３�

４７ クリスマスマーベル 牡３青鹿５６ 太宰 啓介名古屋友豊 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８０＋ ４１：５６．３２
 １０７．７�
５１０ ダークナイサー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０± ０ 〃 クビ １５．６�
３５ � セフティーフライト 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２６－ ２１：５６．８３ ４９５．８�
２３ エーシンスコルピオ 牡３栗 ５６ 上村 洋行栄進堂 田所 秀孝 浦河 室田 千秋 ４６８＋ ２１：５６．９
 ２２９．１�
６１１ サンライズシャトー 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６８－ ２１：５７．３２
 １７０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５７７，１００円 複勝： ５１，７９３，３００円 枠連： ３１，０２９，１００円

馬連： ８２，２２７，５００円 馬単： ５２，６０１，９００円 ワイド： ３６，７４４，５００円

３連複： １０９，４４０，４００円 ３連単： １６９，７４８，３００円 計： ５６４，１６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � ６００円 枠 連（２－８） １，４２０円

馬 連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� １，７８０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� １５，８４０円 ３ 連 単 ��� ６２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ３０５７７１ 的中 � ４５３９２（３番人気）
複勝票数 計 ５１７９３３ 的中 � ７４８８０（３番人気）� ６６２３３（４番人気）� １８５８５（８番人気）
枠連票数 計 ３１０２９１ 的中 （２－８） １６１６５（７番人気）
馬連票数 計 ８２２２７５ 的中 �� ２５５６１（１０番人気）
馬単票数 計 ５２６０１９ 的中 �� ８０８１（１９番人気）
ワイド票数 計 ３６７４４５ 的中 �� １１０５６（１０番人気）�� ５０１２（２３番人気）�� ４３９４（２４番人気）
３連複票数 計１０９４４０４ 的中 ��� ５０９９（５１番人気）
３連単票数 計１６９７４８３ 的中 ��� ２００８（２０３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．９―１２．７―１２．８―１２．８―１２．９―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．８―４９．５―１：０２．３―１：１５．１―１：２８．０―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ハタノヴァンクール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１１．２０ 京都１３着

２００９．５．１６生 牡３栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ ４戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔発走状況〕 サウンドビガレス号・ラフィングインメイ号は，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を表示している。



０１０１９ １月８日 曇 良 （２４京都１）第２日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

４５ ベンジャミン 牡４青鹿５６ 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ５０２＋ ４２：１４．４ ２８．３�

１１ コウエイオトメ 牝４鹿 ５４ 四位 洋文西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４８８＋ ８ 〃 クビ ２８．４�
４６ ヒラボクビクトリー 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ８２：１４．６１� ２９．３�
３４ トップサンダー 牡６栗 ５７ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５０８＋ ２２：１４．７� ２５．９�
２２ マコトサンパギータ 牝４栗 ５４ 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５６＋ ８２：１４．８クビ ５．０�
５７ コアレスドラード 牡４栗 ５６ 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ５．１	
６９ スマッシュスマイル 牡４栃栗５６ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４２：１４．９� １２．５

７１１ ジャニアリシックス 牡４栗 ５６ 藤田 伸二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ６．１�
５８ タマモグランプリ 	５鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４２６－ ６ 〃 アタマ １４．６�
３３ カネトシマーシャル 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 優作兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４８８＋ ２２：１５．０� ７４．８
８１４ ステージプレゼンス 牡５芦 ５７ 川田 将雅吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７６＋１６２：１５．１� ３．５�
７１２ ネオザイオン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０± ０ 〃 アタマ ７１．２�
６１０ デーヴァローカ 牡４栗 ５６ C．ルメール 吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４ 〃 クビ １０．８�

（仏）

８１３ ピンクジャスミン 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４７０＋ ２２：１７．２大差 ２８４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，２７５，８００円 複勝： ６２，７４３，７００円 枠連： ２４，２７８，８００円

馬連： ９１，５７３，２００円 馬単： ５３，９４１，４００円 ワイド： ４１，０２５，７００円

３連複： １２０，１８０，９００円 ３連単： １８４，０８８，５００円 計： ６０８，１０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８３０円 複 勝 � ７３０円 � ９４０円 � ９３０円 枠 連（１－４） １１，０３０円

馬 連 �� ２７，７００円 馬 単 �� ６３，６００円

ワ イ ド �� ８，１５０円 �� ８，７２０円 �� ７，４８０円

３ 連 複 ��� ２２０，０９０円 ３ 連 単 ��� １，２０２，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３０２７５８ 的中 � ８４３２（９番人気）
複勝票数 計 ６２７４３７ 的中 � ２３２７７（８番人気）� １７４４９（１１番人気）� １７７０９（１０番人気）
枠連票数 計 ２４２７８８ 的中 （１－４） １６２５（３０番人気）
馬連票数 計 ９１５７３２ 的中 �� ２４４０（６１番人気）
馬単票数 計 ５３９４１４ 的中 �� ６２６（１２５番人気）
ワイド票数 計 ４１０２５７ 的中 �� １２３９（６７番人気）�� １１５７（６９番人気）�� １３５１（６６番人気）
３連複票数 計１２０１８０９ 的中 ��� ４０３（２６３番人気）
３連単票数 計１８４０８８５ 的中 ��� １１３（１５０２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１２．４―１２．９―１２．５―１２．６―１２．８―１２．０―１１．７―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．９―３６．３―４９．２―１：０１．７―１：１４．３―１：２７．１―１：３９．１―１：５０．８―２：０２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベンジャミン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１０．１１．６ 京都９着

２００８．４．９生 牡４青鹿 母 ルプロムナード 母母 Cielamour １１戦２勝 賞金 １５，２００，０００円
〔発走状況〕 スマッシュスマイル号は，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を表示している。

０１０２０ １月８日 曇 良 （２４京都１）第２日 第８競走 ��
��１，４００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

７１３ ナリタシルエット 牝５黒鹿５５ 福永 祐一�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４８２＋１４１：２５．２ ４．６�

８１６� フランキンセンス 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５４４＋ ２１：２５．３� ５．７�
５９ アルベルティ 牡４鹿 ５６ C．ルメール H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８± ０１：２５．４� １２．３�
（仏）

６１２ プントバンコ 牝４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 ４５２＋１０１：２５．５� ８．５�
３６ セレスロンディー 牡５青 ５７ 四位 洋文岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４７６＋ ４１：２５．８２ ２．２�
１２ � ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５４ 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５４－ １１：２５．９クビ ７５．４�
７１４ メイショウゴモン 牡４鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９２－ ４１：２６．１１	 １６２．０	
６１１ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５３０＋ ２１：２６．２クビ ２０．０

１１ ダ イ ゴ ロ ー 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５１２＋ ２１：２６．３� ６２．０�
５１０ ライブリシーラ 牡５栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５０６－ ８１：２６．５１	 ２６．３�
２３ テイエムエビスオー 牡４鹿 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８６＋ ４１：２６．６� １６０．５
４７ � エルウェーオージャ 牡４青 ５６ 岩田 康誠雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４９０＋３０１：２７．０２� ２１．６�
４８ スズノブレイヴ 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ５１４＋３１１：２７．１� ２１２．６�
２４ 
 エーシンバサラ 牡４青鹿５６ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. ５５６＋１２１：２８．０５ ５６．４�
８１５ アラビアータ 牝５鹿 ５５ 石橋 守吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４３４－ ４１：２８．２１	 １８０．１�
３５ ハ ナ カ ゲ 牝４栗 ５４

５３ ☆国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４３８＋ ４１：２８．８３� ８７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９８５，５００円 複勝： ５６，５０２，９００円 枠連： ２９，１９７，２００円

馬連： １００，３８５，９００円 馬単： ６８，３６６，３００円 ワイド： ４３，２０３，３００円

３連複： １２５，５９０，２００円 ３連単： ２３２，７７７，２００円 計： ６９２，００８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（７－８） １，１２０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ８３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，７８０円 ３ 連 単 ��� １９，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３５９８５５ 的中 � ６２７６４（２番人気）
複勝票数 計 ５６５０２９ 的中 � ８６４２８（３番人気）� ９０４３６（２番人気）� ４６５０９（５番人気）
枠連票数 計 ２９１９７２ 的中 （７－８） １９３５０（５番人気）
馬連票数 計１００３８５９ 的中 �� ６３１９３（４番人気）
馬単票数 計 ６８３６６３ 的中 �� ２１７１２（７番人気）
ワイド票数 計 ４３２０３３ 的中 �� ２２７８５（４番人気）�� １２５６０（８番人気）�� １１５５４（９番人気）
３連複票数 計１２５５９０２ 的中 ��� ２４５７９（９番人気）
３連単票数 計２３２７７７２ 的中 ��� ９０２０（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３５．２―４８．０―１：００．４―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
３ １３（５，１６）１（７，１２，９）（４，６）１４（３，１１）（８，１０）－２，１５ ４ １３（１６，９）（１，５，７，１２，６，１４）４（３，１１）（８，１０）－２－１５

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５黒鹿 母 ナリタレインボウ 母母 オオシマルチア １０戦３勝 賞金 ２９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 ウォーターサムデイ号・カネトシイナーシャ号・ゴールドサムソン号・スマートアーサイト号・タオ号・

トウカイブラスト号・ブラックイレブン号・ペガサスヒルズ号・ポリティカルパワー号・メイショウヴァルナ号
※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。



０１０２１ １月８日 曇 良 （２４京都１）第２日 第９競走 ��
��２，２００�

こ は た

許 波 多 特 別
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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

２２ ロードオブザリング 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ５１８＋１２２：１３．３ ２．０�

５６ メイショウウズシオ 牡５黒鹿５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ １６．９�
３３ � ローレルクラシック 牡５栗 ５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ １０．５�
７１１ エーシンミラージュ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５２４－ ４２：１３．４クビ ５．６�
７１０ エクセルサス 牡５栃栗５７ C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２０－ ２ 〃 クビ １１．８�

（仏）

４４ モーニングフェイス 牝５栗 ５５ 川島 信二井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ５２２＋ ４２：１３．５� ２３．４	
４５ ナリタプラチナ 牡６黒鹿５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２２：１３．６	 ９．０

８１３� サクラキングオー 牡６栗 ５７ 福永 祐一�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 B５０６＋ ８２：１３．８１ １８．９�
１１ ロ ザ リ オ 牡７鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２２：１４．２２� ７７．７�
６９ ファイブイーグル 牡５鹿 ５７ 幸 英明�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５２８－ ６２：１４．９４ １２８．１
６８ キョウワシャドー 牡５芦 ５７ 熊沢 重文�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４４８± ０２：１５．０クビ ４０５．１�
８１２ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ３０５．９�
５７ シャルルヴォア 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B５１６＋ ８ 〃 ハナ １０．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４９，７５２，５００円 複勝： ７６，６９１，７００円 枠連： ３６，３７６，６００円

馬連： １５３，５５７，４００円 馬単： １００，９８８，６００円 ワイド： ５８，１５９，３００円

３連複： １７９，２０１，１００円 ３連単： ３８１，６２３，７００円 計： １，０３６，３５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３４０円 � ２４０円 枠 連（２－５） ６４０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ４５０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 ��� １４，３７０円

票 数

単勝票数 計 ４９７５２５ 的中 � ２０２２６５（１番人気）
複勝票数 計 ７６６９１７ 的中 � ２４７８０７（１番人気）� ４３３６７（６番人気）� ６８８１８（４番人気）
枠連票数 計 ３６３７６６ 的中 （２－５） ４２２３４（２番人気）
馬連票数 計１５３５５７４ 的中 �� ７４６８６（７番人気）
馬単票数 計１００９８８６ 的中 �� ３５７０７（７番人気）
ワイド票数 計 ５８１５９３ 的中 �� ２６８２５（５番人気）�� ３３９６３（３番人気）�� ６３０５（３０番人気）
３連複票数 計１７９２０１１ 的中 ��� ３５０９５（１４番人気）
３連単票数 計３８１６２３７ 的中 ��� １９６０４（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１２．１―１２．６―１２．８―１２．８―１２．７―１１．８―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．１―３５．２―４７．８―１：００．６―１：１３．４―１：２６．１―１：３７．９―１：４９．５―２：０１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードオブザリング �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２６ 札幌１１着

２００７．２．２１生 牡５鹿 母 レディフューチャー 母母 アンフイニイ １６戦４勝 賞金 ６８，０２２，０００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。

０１０２２ １月８日 曇 良 （２４京都１）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走１５時１０分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

２２ スイートマトルーフ 牝６青鹿５５ 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４９６＋１２２：００．７ ６１．１�

３４ アナバティック 牡５栗 ５７ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４± ０２：００．８� ２．６�

５８ � カワキタフウジン 牡７栗 ５７ 北村 友一川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５２０＋ ４ 〃 ハナ ９．３�
５７ テイエムクレナイ 牝７栗 ５５ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８２＋ ８２：００．９� １８７．６�
７１１ タガノエルシコ 牡７栗 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４４＋ ２２：０１．０� ４．８�
４６ � エドノヤマト 牡５青 ５７ 幸 英明遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム ４７８＋ ６２：０１．１� ２１．２�
３３ ゴールドブライアン 牡４青鹿５６ 小牧 太杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４６０－ ２２：０１．３１� ３５．４	
４５ マルカボルト 牡５黒鹿５７ 福永 祐一河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９２＋ ８２：０１．５１	 ６．３

６１０ レジェンドブルー 牝６鹿 ５５ 藤岡 佑介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５６＋ ２２：０１．６クビ ７１．３�
１１ シルクアーネスト 牡５栗 ５７ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４９８＋ ４ 〃 ハナ １３．８�
８１３ メイショウジンム 牡６鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５８＋ ６２：０１．８１	 ６１．８
８１４ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０ 〃 ハナ ８．６�
６９ デンコウオクトパス 牡５鹿 ５７ 和田 竜二田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４５４－ ４２：０１．９
 ５５．５�
７１２ ミクロコスモス 牝６鹿 ５５ C．ルメール �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４２：０２．２１
 １５．８�

（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５２，１７２，８００円 複勝： ８９，７０２，６００円 枠連： ４２，３３３，２００円

馬連： １９０，７７９，２００円 馬単： １０７，０９０，８００円 ワイド： ６８，１７６，６００円

３連複： ２３０，５０１，８００円 ３連単： ４１９，４２５，６００円 計： １，２００，１８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，１１０円 複 勝 � １，０００円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（２－３） ６，９００円

馬 連 �� ８，５５０円 馬 単 �� ２４，６００円

ワ イ ド �� １，９３０円 �� ４，１１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １７，０８０円 ３ 連 単 ��� １４７，６８０円

票 数

単勝票数 計 ５２１７２８ 的中 � ６７２９（１１番人気）
複勝票数 計 ８９７０２６ 的中 � １６２９５（１１番人気）� ２２２９０９（１番人気）� １０５２２０（３番人気）
枠連票数 計 ４２３３３２ 的中 （２－３） ４５２８（２２番人気）
馬連票数 計１９０７７９２ 的中 �� １６４７５（２８番人気）
馬単票数 計１０７０９０８ 的中 �� ３２１４（６９番人気）
ワイド票数 計 ６８１７６６ 的中 �� ８３７９（２３番人気）�� ３８４６（４３番人気）�� ３９２２７（２番人気）
３連複票数 計２３０５０１８ 的中 ��� ９９６１（５３番人気）
３連単票数 計４１９４２５６ 的中 ��� ２０９６（４０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．７―３６．１―４８．６―１：００．８―１：１３．５―１：２５．５―１：３７．３―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スイートマトルーフ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Green Desert デビュー ２００８．１１．１６ 京都４着

２００６．４．１２生 牝６青鹿 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu ２６戦５勝 賞金 ７６，１１４，０００円
※エドノヤマト号は，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。

１レース目 ３レース目



０１０２３ １月８日 曇 良 （２４京都１）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第４６回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

日刊スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４７ ジェンティルドンナ 牝３鹿 ５４ C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：３４．３ ４．０�
（仏）

２３ マイネルアトラクト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５１２－ ８１：３４．５１� ２６．７�

４６ プレミアムブルー 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４６４－ ４１：３４．７１� ３５．５�
６１１ トウケイヘイロー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４８０＋ ６ 〃 クビ ３．５�
７１２	 シゲルアセロラ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

４７２－ ４１：３４．８
 １７．０�
２２ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５６ 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ４１：３５．０１� １９．１	
５９ オ リ ー ビ ン 牡３栗 ５６ 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：３５．２１� ５．２

８１４ レオンビスティー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２９．９�
７１３ タツストロング 牡３栗 ５６ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４８８－ ６１：３５．３クビ １７．１�
６１０ マコトリヴァーサル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ５００＋ ８ 〃 クビ ４４．６
８１５ サンシャイン 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４２２＋ ４１：３５．４
 ３８．５�
１１ グ ラ ー ネ 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４７０＋１０１：３５．６１ １０．１�
３５ トロピカルメジャー 牡３黒鹿５６ 国分 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４６４＋１４１：３５．８１ ２０７．３�
３４ ピュアソウル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４２０± ０ 〃 クビ １０．８�
５８ ヒシワイルド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一阿部雅一郎氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４５８± ０１：３６．６５ ６４．６�

（１５頭）

売 得 金
単勝： １７０，５１０，７００円 複勝： ２５０，７６５，０００円 枠連： １８２，４６７，８００円 馬連： ９２２，２７７，５００円 馬単： ４５０，５５４，８００円

ワイド： ２６８，５９３，０００円 ３連複： １，２１１，９０８，６００円 ３連単： ２，２０９，５２６，０００円 ５重勝： ８９６，２６１，１００円 計： ６，５６２，８６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � ６１０円 � ８２０円 枠 連（２－４） ２，２００円

馬 連 �� ６，７８０円 馬 単 �� ９，４２０円

ワ イ ド �� ２，０８０円 �� ２，６６０円 �� ５，５９０円

３ 連 複 ��� ５３，９６０円 ３ 連 単 ��� ２８１，９７０円

５ 重 勝
対象競走：京都９R／中山１０R／京都１０R／中山１１R／京都１１R

キャリーオーバー なし����� １，２２２，６３０円

票 数

単勝票数 計１７０５１０７ 的中 � ３４０４１５（２番人気）
複勝票数 計２５０７６５０ 的中 � ４１８７３７（３番人気）� ９６８７９（９番人気）� ６９６５３（１１番人気）
枠連票数 計１８２４６７８ 的中 （２－４） ６１３８２（１１番人気）
馬連票数 計９２２２７７５ 的中 �� １００４３９（２７番人気）
馬単票数 計４５０５５４８ 的中 �� ３５３３２（３７番人気）
ワイド票数 計２６８５９３０ 的中 �� ３２２１３（２４番人気）�� ２４９８２（３３番人気）�� １１６８５（６１番人気）
３連複票数 計１２１１９０８６ 的中 ��� １６５７８（１６０番人気）
３連単票数 計２２０９５２６０ 的中 ��� ５７８３（７９９番人気）
５重勝票数 計８９６２６１１ 的中 ����� ５４１

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．７―１２．２―１１．６―１１．９―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３５．０―４７．２―５８．８―１：１０．７―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１１．１１．１９ 京都２着

２００９．２．２０生 牝３鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ３戦２勝 賞金 ４５，４０２，０００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。

０１０２４ １月８日 曇 良 （２４京都１）第２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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ テイクアベット 牡４鹿 ５６
５５ ☆国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５００＋ ４１：１１．４ ６．３�

５９ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５２２＋１０１：１１．６１ ３．１�
８１６ ホクトキングダム 牡４青鹿５６ 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B４９０＋ ２ 〃 クビ ６．０�
３６ トウカイセレブ 牝６鹿 ５５ 浜中 俊内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４５６＋ ８１：１１．７� １５．２�
６１２ コ ロ ナ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５６－ ２１：１１．８� ２７０．１�
７１４� アートオブビーン 牝５鹿 ５５ 国分 恭介小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４６６＋１０１：１２．１１� １６４．０�
５１０ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５７

５６ ☆高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６４± ０１：１２．３１ ７６．９�
３５ ピュアマリーン 牝６栗 ５５ 芹沢 純一	山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５６＋１０ 〃 ハナ ２１１．４

１２ トウカイレジーナ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４８＋１０ 〃 アタマ ４．１�
２３ シ ェ ー カ ー 牡５芦 ５７ 岩田 康誠深見 富朗氏 北出 成人 新冠 コスモヴューファーム ４８４－ ４ 〃 クビ ８．０�
４７ リバーアゲイン 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４８４＋ ６１：１２．４� ８３．６
７１３ ベ ネ ラ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７０－ ６１：１３．１４ １８．７�
８１５ ローブドヴルール 牝６鹿 ５５ 和田 竜二	ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４７２－１０１：１３．４１� ４３．８�
４８ タマモトワイライト 	６栗 ５７

５４ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ５０６＋１４１：１３．７２ ８３．３�
２４ ワンダーゴヴェルノ 牡４栗 ５６ 幸 英明山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４４０＋ ８１：１３．９１ ２３．６�
６１１ ワンモアグリッター 牝７栗 ５５ 池添 謙一	イクタ 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 ４８８＋１６１：１４．２１� ３０８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６８，０６３，２００円 複勝： １０６，１６５，６００円 枠連： ６９，９２５，４００円

馬連： ２４２，９８９，１００円 馬単： １４６，１６４，５００円 ワイド： ９０，８３５，３００円

３連複： ２９７，０１１，２００円 ３連単： ６０６，１０３，３００円 計： １，６２７，２５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（１－５） ４００円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ５２０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １１，２８０円

票 数

単勝票数 計 ６８０６３２ 的中 � ８６１４３（４番人気）
複勝票数 計１０６１６５６ 的中 � １３１７０８（４番人気）� ２４０５１５（１番人気）� １５８７９７（３番人気）
枠連票数 計 ６９９２５４ 的中 （１－５） １３０２５６（１番人気）
馬連票数 計２４２９８９１ 的中 �� １７６００３（３番人気）
馬単票数 計１４６１６４５ 的中 �� ４４１９７（７番人気）
ワイド票数 計 ９０８３５３ 的中 �� ５４２０３（３番人気）�� ４１４９５（７番人気）�� ７０６７３（２番人気）
３連複票数 計２９７０１１２ 的中 ��� １２２５７７（３番人気）
３連単票数 計６０６１０３３ 的中 ��� ３９６７９（２３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１１．８―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．６―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクアベット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１１．２８ 京都８着

２００８．４．１生 牡４鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ １２戦３勝 賞金 ３２，２８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 イッツアチャンス号・スズカイルマン号・ピンクペガサス号・ミキノクレシェンド号

５レース目



（２４京都１）第２日 １月８日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２３８，５１０，０００円
４，１６０，０００円
７，８６０，０００円
１，８００，０００円
２１，７３０，０００円
６４，０４３，５００円
５，０１３，０００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
５６７，９７４，４００円
９１５，４８０，３００円
５０８，７９６，８００円
２，０９４，８５１，４００円
１，２１４，２０２，７００円
７５９，５７１，９００円
２，７１２，７７３，８００円
４，９１９，６４３，７００円
８９６，２６１，１００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
５ 重 勝
計 １４，５８９，５５６，１００円

総入場人員 ２９，６８４名 （有料入場人員 ２７，１１５名）


