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０１０３７ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

６１２ トーコーユズキ 牝３黒鹿５４ 武 豊森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５４－１２１：５４．５ ６．６�

６１１ エーシンフルハウス 牝３黒鹿５４ C．ルメール�栄進堂 藤岡 健一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６８＋ ２１：５５．３５ ４．０�
（仏）

１１ シルクシンフォニー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４４２－ ６１：５５．６１� ７．３�
１２ ケリーダノビア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：５５．８１ ３０．６�
８１６ ウォーターカリブ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４７４－ ６１：５６．６５ ５．８�
７１３ デアリングプライド 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８０＋１２１：５６．８１� ２．８

５９ ケイツークロート 牝３栗 ５４ 中村 将之楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４４６＋ ４１：５７．１１� ２８１．０�
４８ ユキノアイリス 牝３栗 ５４ 和田 竜二遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 ５０６＋１２ 〃 クビ １７．８�
８１５ ハートオブミニー 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４８０＋ ２１：５７．２クビ ２９６．６
３５ リトルソリア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 神垣 道弘 ３９２－ ４１：５７．７３ １２６．１�
４７ マルヨフレンドリー 牝３鹿 ５４ 幸 英明野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４９０－ ４１：５７．８クビ ５０．６�
２３ リバーマンサーナ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦河越 武治氏 作田 誠二 青森 諏訪牧場 ４３０± ０１：５８．０１� ３６６．０�
３６ クールサファイヤ 牝３芦 ５４ 川島 信二川上 哲司氏 矢野 英一 様似 ホウセイ牧場 ４７６＋ ２１：５８．９５ ３０２．９�
２４ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一	大野商事 鹿戸 明 新冠 �渡 信義 ４６２－ ６１：５９．４３ １９５．０�
５１０ スズカアイキュー 牝３鹿 ５４ 武 英智永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５４－ ２２：００．１４ １９６．８�
７１４ ヤマトサクラコ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ２ 〃 アタマ ２０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２５５，２００円 複勝： ２７，１７０，７００円 枠連： １１，９５１，７００円

馬連： ３６，２２７，５００円 馬単： ２４，３９５，８００円 ワイド： １７，４３３，１００円

３連複： ５１，５２４，２００円 ３連単： ７７，８９７，４００円 計： ２６２，８５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（６－６） １，６９０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド �� ７００円 �� １，１００円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 ��� ２０，５６０円

票 数

単勝票数 計 １６２５５２ 的中 � １９６１４（４番人気）
複勝票数 計 ２７１７０７ 的中 � ２８９４０（５番人気）� ５４７３６（２番人気）� ３５１２１（４番人気）
枠連票数 計 １１９５１７ 的中 （６－６） ５２４１（７番人気）
馬連票数 計 ３６２２７５ 的中 �� １７１４５（７番人気）
馬単票数 計 ２４３９５８ 的中 �� ５３４１（１４番人気）
ワイド票数 計 １７４３３１ 的中 �� ６１４２（９番人気）�� ３７１５（１２番人気）�� １００２５（５番人気）
３連複票数 計 ５１５２４２ 的中 ��� １２５５５（１０番人気）
３連単票数 計 ７７８９７４ 的中 ��� ２７９７（６２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１３．０―１３．４―１３．６―１３．２―１２．９―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．８―５０．２―１：０３．８―１：１７．０―１：２９．９―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーコーユズキ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神１０着

２００９．２．２生 牝３黒鹿 母 ピンクプルメリア 母母 ティグレスダムール ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカアイキュー号・ヤマトサクラコ号は，平成２４年２月１４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） ３頭 クイーンダンス号・ストレートラブ号・ブライトポジー号
（非抽選馬） １頭 サウンズファン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０１０３８ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第２競走 １，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１２ フリップフロップ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊吉田 哲哉氏 荒川 義之 浦河 有限会社
松田牧場 ４６６± ０１：１２．８ ４．４�

２３ アドマイヤシャドウ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ４７４＋１２１：１４．４１０ ２．３�
６１１ メイショウボラーレ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好�氏 増本 豊 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２４＋ ２１：１４．９３ ８．０�
５９ アブクマペレ 牡３鹿 ５６ 小牧 太浜野順之助氏 藤沢 則雄 浦河 村下牧場 ５１４－ ６１：１５．０クビ ２２．７�
６１２ タマモワイルドラブ 牡３鹿 ５６ 川島 信二タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 ４６４－ ６１：１５．１� ２４５．８�
５１０ ミヤジチョビ 牡３栗 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 ４７０－ ２１：１５．３１� ７．５	
２４ ファンデルワールス 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 
社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：１５．４� ５７．１�
４８ チキリフォルテ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介ちきり組合 服部 利之 新ひだか 飛野牧場 ４２６－ ４１：１５．５クビ ７５．１�
８１５ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６６＋ ２１：１５．７１� ５．２
１１ バトルクローザップ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 川端牧場 ４３８－ ８ 〃 アタマ ３００．８�
７１４ リアユニヴァース 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介
�昭牧場 本田 優 浦河 高昭牧場 ４１０－ ８１：１５．９� ４７９．０�
３６ スズカサリュート 牡３黒鹿５６ 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４２０－ ４１：１６．０� １４５．３�
４７ ギンザノクリチャン 牝３栗 ５４ 横山 義行栗本 博晴氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 B４５４± ０１：１６．３２ ５２５．８�
８１６ シゲルイチジク 牝３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 沖田 繁 ４４４＋ ２１：１７．４７ ２９．９�
７１３ マラカイトグリーン 牝３黒鹿５４ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４５６－ ８１：１７．７１� ５２５．８�
３５ ドンスキマー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８４＋ ４１：１８．７６ ４６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７４６，５００円 複勝： ２７，３０３，３００円 枠連： １０，９２７，１００円

馬連： ３６，３６８，４００円 馬単： ２５，８７０，９００円 ワイド： １７，１３８，９００円

３連複： ５０，２９３，４００円 ３連単： ７９，０３０，７００円 計： ２６４，６７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（１－２） ５７０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ７，９６０円

票 数

単勝票数 計 １７７４６５ 的中 � ３２０７３（２番人気）
複勝票数 計 ２７３０３３ 的中 � ４９５４７（２番人気）� ５４４６８（１番人気）� ３０８２１（５番人気）
枠連票数 計 １０９２７１ 的中 （１－２） １４３７７（２番人気）
馬連票数 計 ３６３６８４ 的中 �� ４１０８２（１番人気）
馬単票数 計 ２５８７０９ 的中 �� １３１２７（４番人気）
ワイド票数 計 １７１３８９ 的中 �� １３８４５（２番人気）�� ６８１５（９番人気）�� １０７６８（５番人気）
３連複票数 計 ５０２９３４ 的中 ��� ２３３９６（５番人気）
３連単票数 計 ７９０３０７ 的中 ��� ７３３６（１９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．３―１２．４―１２．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリップフロップ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神６着

２００９．３．３１生 牝３鹿 母 ケイアイメモリー 母母 カシワズプリンセス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルイチジク号・マラカイトグリーン号・ドンスキマー号は，平成２４年２月１４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ホワイトフェイス号

第１回　京都競馬　第４日



０１０３９ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４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 ６，０００，０００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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

２３ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０６ ―１：２５．７ １．８�

１２ オールドパサデナ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：２６．２３ ５．０�
２４ フ ー リ ン 牝３栗 ５４ C．ルメール�前川企画 須貝 尚介 平取 雅 牧場 ４６２ ―１：２６．４１� １１．２�

（仏）

４７ メイショウドルセー 牡３黒鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４７２ ―１：２６．７１� １７．０�
５１０ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４３８ ― 〃 ハナ ２５．８�
７１３� シナスタジア 牝３栗 ５４ 四位 洋文小田 吉男氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm, LLC ４５８ ―１：２７．０２ ５．５�
６１１ ナリタマクリス 牡３栗 ５６ 中村 将之	オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４３４ ―１：２７．９５ ２４７．７

３５ オースミファイア 牡３鹿 ５６ 田中 克典	オースミ 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４８０ ―１：２８．３２� ２１３．５�
５９ � スピアナート 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４５８ ―１：２８．７２� ２９．６�
３６ ゴールデンツー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎平本 敏夫氏 飯田 雄三 新冠 川上 悦夫 ４５６ ―１：２８．８� １２４．２
７１４ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４９０ ― 〃 クビ １０７．７�
６１２ シゲルガマズミ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 高岸 順一 ５３６ ―１：２８．９クビ ３３９．２�
８１５ ホッコーハッピー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 イーストファーム ４８２ ―１：２９．２１� １０２．２�
４８ メイショウヒロブミ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３８ ―１：２９．５２ １１５．８�
８１６ ローブリッター 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８０ ―１：２９．７１� ８０．５�
１１ タカラファンタジー 牡３鹿 ５６ 北村 友一村山 義男氏 北出 成人 浦河 富菜牧場 ４７０ ―１：３１．３１０ ６３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６０２，９００円 複勝： ３０，１７０，１００円 枠連： １２，１６２，４００円

馬連： ３２，１９１，４００円 馬単： ２７，９６５，３００円 ワイド： １６，１９９，７００円

３連複： ４３，４１８，８００円 ３連単： ８０，９３８，０００円 計： ２６０，６４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ４２０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３００円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ３，２１０円

票 数

単勝票数 計 １７６０２９ 的中 � ８１５１３（１番人気）
複勝票数 計 ３０１７０１ 的中 � １３４４３５（１番人気）� ４１７４０（２番人気）� ２３７３８（４番人気）
枠連票数 計 １２１６２４ 的中 （１－２） ２１４７３（１番人気）
馬連票数 計 ３２１９１４ 的中 �� ４６９２４（２番人気）
馬単票数 計 ２７９６５３ 的中 �� ２８６３９（２番人気）
ワイド票数 計 １６１９９７ 的中 �� １７７６８（２番人気）�� １４０６６（３番人気）�� ５３８６（７番人気）
３連複票数 計 ４３４１８８ 的中 ��� ２７５２４（３番人気）
３連単票数 計 ８０９３８０ 的中 ��� １８６６３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．８―４８．５―１：０１．０―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy 初出走

２００９．４．４生 牡３栗 母 ジュメイラビーチ 母母 Adoradancer １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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アサヒ号・エディン号・エリモフラッシュ号・エーシンクルゼ号・カノヤコダマ号・シゲルキイチゴ号・

スリーキャピトル号・タイキソレイユ号・トウカイカンターレ号・トーホウサターン号・ヒルノプラハ号・
ブラッドサクセサー号

※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。

０１０４０ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

７１１ ローレルボルケーノ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ５１２＋ ２１：１２．６ ７．６�

１１ マウンテンファスト 牡３鹿 ５６ 国分 恭介山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４５２＋ ６ 〃 クビ ８．１�
２２ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４６６－ ２１：１２．９１� ７．６�
４５ ジャズドラム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９２＋１８ 〃 クビ ２２．９�
３３ � シンワウォッカ 牝３鹿 ５４ 川島 信二若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４５４－ ６１：１３．５３� ３３．４�
８１４� エーシンブラスター 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall B４７０－ ６ 〃 アタマ ３．６�
５７ カシノインカローズ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３８＋ ８１：１３．６クビ ３５．８	
７１２ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４５６＋ ４１：１３．８１� １９．９

４６ コ ラ ン ダ ム 牡３栗 ５６ 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 ４８８＋ ２１：１３．９� ４．８�
８１３ マルカファイン 牡３栗 ５６ 武 豊河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ５１２－ ４１：１４．０� １０．１�
３４ テイエムシシオー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４５２＋ ８ 〃 ハナ １１．１
６９ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４６０± ０１：１４．７４ ４７．８�
５８ サチノポピー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４７０＋ ４１：１５．１２� ６４．７�
６１０ シゲルオレンジ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４６６＋１４１：１５．５２� ９９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１２５，２００円 複勝： ３３，５８９，３００円 枠連： １３，９９３，５００円

馬連： ４７，８８５，２００円 馬単： ２９，７１４，３００円 ワイド： ２２，５８１，９００円

３連複： ６５，３８２，１００円 ３連単： ９５，７８２，９００円 計： ３２８，０５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２２０円 � ２５０円 � ３６０円 枠 連（１－７） １，８５０円

馬 連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ５，０８０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，０００円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ６，５９０円 ３ 連 単 ��� ４１，８３０円

票 数

単勝票数 計 １９１２５２ 的中 � １９９９６（３番人気）
複勝票数 計 ３３５８９３ 的中 � ４４４２４（３番人気）� ３６３６９（４番人気）� ２２３２９（６番人気）
枠連票数 計 １３９９３５ 的中 （１－７） ５５９３（９番人気）
馬連票数 計 ４７８８５２ 的中 �� １４４１３（１０番人気）
馬単票数 計 ２９７１４３ 的中 �� ４３１９（１７番人気）
ワイド票数 計 ２２５８１９ 的中 �� ７５５２（８番人気）�� ５５１６（１３番人気）�� ５５５５（１２番人気）
３連複票数 計 ６５３８２１ 的中 ��� ７３３１（２０番人気）
３連単票数 計 ９５７８２９ 的中 ��� １６９０（１２７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１２．２―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．７―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
３ ・（５，６）１１，１（９，１３）（２，１０）（７，４，１４）３，１２，８ ４ ５（６，１１）１（９，１３）（２，１４）３（１０，１２）（７，４）８

勝馬の
紹 介

ローレルボルケーノ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２０１１．６．２５ 阪神１着

２００９．４．２８生 牡３鹿 母 コンゴウエンジェル 母母 ジェニファーズルビー ７戦２勝 賞金 １８，６００，０００円



０１０４１ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

４８ エキストラエンド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：４７．７ ７．６�

１２ トーセンホマレボシ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５１４－ ６１：４７．９１� ２．１�
（仏）

３６ バハドゥール 牡３鹿 ５６ 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４＋ ２１：４８．０� ７．１�

３５ スカイディグニティ 牡３鹿 ５６ 小牧 太�G１レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 ４７６－ ６１：４８．２１� １８．７�
６１２ ダノングーグー 牡３黒鹿５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０６± ０１：４８．４１� ５．３	
１１ ウォーターボルカノ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４７２± ０１：４８．５� ９７．１

５１０ インクレセント 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４３４－ ４１：４８．７１� １６．９�
２４ ブレイムレスリー �３鹿 ５６ 池添 謙一�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ４１：４９．１２� ５６．７�
７１３ モンテエクリプス 牡３鹿 ５６ 武 豊毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４５２＋２６ 〃 アタマ １３．４
８１５ プ レ レ フ ア 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２０＋１０１：４９．４２ ３３．７�
５９ コパノウェルス 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ６１：４９．７１� １２２．６�
６１１ マイネルクルタナ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４６８－ ２１：４９．９１� ２５．７�
４７ シエルブリュ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６± ０１：５０．０� １１８．１�
２３ � ノードラメール 牝３栗 ５４ 幸 英明小林 昌志氏 佐々木晶三 愛 Masashi

Kobayashi ４２０＋ ２１：５０．２１� ２６４．５�
７１４ マキハタテフロン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５０８＋ ８１：５０．３� ６４７．４�
８１６ ア ル ズ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅杉澤 光雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４６６± ０１：５１．０４ ７２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０４３，６００円 複勝： ４１，３０５，９００円 枠連： １２，８９３，８００円

馬連： ５０，８２７，９００円 馬単： ３４，５９７，９００円 ワイド： ２４，８９７，７００円

３連複： ７２，８３４，０００円 ３連単： １０８，９４８，４００円 計： ３７２，３４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（１－４） ８４０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ８５０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２６０４３６ 的中 � ２７２７３（４番人気）
複勝票数 計 ４１３０５９ 的中 � ４２５１４（４番人気）� １１１９４３（１番人気）� ５２５３７（３番人気）
枠連票数 計 １２８９３８ 的中 （１－４） １１４１１（４番人気）
馬連票数 計 ５０８２７９ 的中 �� ４３７８２（３番人気）
馬単票数 計 ３４５９７９ 的中 �� １０６０１（７番人気）
ワイド票数 計 ２４８９７７ 的中 �� １８６５４（２番人気）�� ６５２８（１０番人気）�� １７８８１（３番人気）
３連複票数 計 ７２８３４０ 的中 ��� ３０１５３（３番人気）
３連単票数 計１０８９４８４ 的中 ��� ６９４７（２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．５―１２．１―１２．４―１２．５―１２．０―１１．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．１―４７．２―５９．６―１：１２．１―１：２４．１―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エキストラエンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー ２０１２．１．５ 京都４着

２００９．４．７生 牡３鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja ２戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アンジェロフォーグ号・ゴールデンオーラ号・サチノコイノボリ号・シゲルトマト号
（非抽選馬） １頭 パッションロード号
※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。

０１０４２ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第６競走 １，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右）

牝，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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

６１２ メイショウジェーン 牝３鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４４６ ―１：３５．６ ３．０�

２３ ジャスティシア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４５２ ― 〃 クビ ６３．１�
５９ サマーハピネス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 ４９０ ―１：３５．８１� １４．７�
１２ パトリオット 牝３黒鹿５４ 幸 英明ディアレスト 山内 研二 新冠 細川農場 ４７４ ―１：３６．１１� ５．５�
２４ ハッピーアビラ 牝３鹿 ５４ C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５４ ―１：３６．３１� ７．５�

（仏）

５１０ アドマイヤキュート 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：３６．５１� ３．２	
３６ アズマセブンガール 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎東 哲次氏 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４８８ ― 〃 クビ ８．７

１１ キョウワレイ 牝３鹿 ５４ 中村 将之�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７０ ―１：３６．７１� ４７３．４�
８１６ ミスハレクラニ 牝３黒鹿５４ 小牧 太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６ ―１：３６．８� ３２．０�
４７ エリモフェアリー 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４６４ ―１：３７．２２� ５１．６
６１１ レディメイアン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 ４４２ ―１：３７．３� １２９．７�
８１５ マイネパール 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム ４６２ ― 〃 ハナ ２７３．２�
７１４ マーメイドティアラ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４０２ ―１：３８．０４ １０３．１�
７１３ シャコウプリンセス 牝３鹿 ５４ 石橋 守大崎 幸路氏 岩戸 孝樹 日高 大江牧場 ４８６ ―１：３８．４２� １３３．１�
４８ ヒ ガ ン バ ナ 牝３青鹿５４ 浜中 俊�飛野牧場 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４３２ ―１：３８．７２ ８８．９�
３５ メイショウハツネ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ３６４ ―１：３９．８７ ３８１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３８６，８００円 複勝： ２８，６８１，４００円 枠連： １１，９７５，９００円

馬連： ４２，８９０，１００円 馬単： ２８，６３８，２００円 ワイド： １８，４３３，８００円

３連複： ５２，７５６，４００円 ３連単： ８２，８５５，３００円 計： ２８７，６１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １，３８０円 � ４１０円 枠 連（２－６） １，１９０円

馬 連 �� １４，１６０円 馬 単 �� １７，６３０円

ワ イ ド �� ４，５３０円 �� １，２４０円 �� ７，０００円

３ 連 複 ��� ４２，５６０円 ３ 連 単 ��� ２０３，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２１３８６８ 的中 � ５６２９８（１番人気）
複勝票数 計 ２８６８１４ 的中 � ６２４４７（２番人気）� ４２２１（９番人気）� １６４７４（６番人気）
枠連票数 計 １１９７５９ 的中 （２－６） ７４５２（５番人気）
馬連票数 計 ４２８９０１ 的中 �� ２２３６（２８番人気）
馬単票数 計 ２８６３８２ 的中 �� １１９９（４２番人気）
ワイド票数 計 １８４３３８ 的中 �� ９８８（３２番人気）�� ３７９３（１２番人気）�� ６３６（４６番人気）
３連複票数 計 ５２７５６４ 的中 ��� ９１５（９０番人気）
３連単票数 計 ８２８５５３ 的中 ��� ３００（４０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．４―３６．２―４８．４―１：００．４―１：１２．２―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウジェーン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rahy 初出走

２００９．１．２５生 牝３鹿 母 アンノウンウォーターズ 母母 Phantom Creek １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔その他〕 レディメイアン号は，４コーナーから最後の直線コースにかけて外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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アラドヴァル号・アンティール号・ショウナンマオ号・シーエヴリン号・タガノショコラ号・ハワイアンウインド号・

マルサンボサツ号・ミルキーウェイ号・リュドゥラペ号・レディマーマレイド号
※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。



０１０４３ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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 ２，３５０，０００
２，３５０，０００

円
円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ シンコープリンス 牡５青鹿５７ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８＋１４１：１２．２ ２２．６�

１２ ゴールデンオブジェ 牡４栗 ５６ 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４６２－ ２１：１２．３� ２２．５�
３６ タ オ 牡４鹿 ５６ 浜中 俊 �オリオンファーム領家 政蔵 日高 森本牧場 B５３４＋ ２ 〃 同着 ９．４�
４７ スマートアーサイト 牡５黒鹿５７ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ４１：１２．５１� １２．４�
３５ ポリティカルパワー 牡５青 ５７ 渡辺 薫彦加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ５００－ ６１：１２．６クビ ３０８．２�
６１１ スズカセクレターボ 牡４栗 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２．１�
２３ � エーシンホーマー 牡４鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 米

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

４９０＋ ４１：１２．８１ ４７．３	
６１２ フィンデルムンド 牡４鹿 ５６ C．ルメール 
サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 クビ １０．４�

（仏）

２４ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７０－ ２１：１３．０１� ６．５

７１３ ダイシンワイルド 牡４鹿 ５６ 小牧 太大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４９０＋ ８ 〃 ハナ ８４．２�
５１０ ナガラダンディ 牡４栗 ５６ 安藤 勝己長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河トラストスリーファーム ５００－ ２１：１３．５３ ５．７�
５９ 	 マックスコヒヌール 牡６栗 ５７ 四位 洋文田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４６２± ０１：１４．０３ ７４．６�
８１６ ウォーターサウンド 牡５栗 ５７ 池添 謙一山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋１２ 〃 アタマ ７２．１�
１１ マッシヴリーダー 牡４栗 ５６ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８８＋ ４１：１４．２１� ２１５．７�
７１４ ショウナンタスク 牡４芦 ５６ 石橋 守国本 哲秀氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－１４１：１４．４１� ２１５．９�
８１５ アスパイヤリング 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 B４８８－ ２ 〃 ハナ ３５４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１４８，６００円 複勝： ３９，４８８，２００円 枠連： １６，０４５，４００円

馬連： ５３，４２９，１００円 馬単： ３２，７７６，２００円 ワイド： ２４，４４７，３００円

３連複： ６７，４９９，６００円 ３連単： １０９，８７０，９００円 計： ３６６，７０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２６０円 複 勝 � ６９０円 �
�

７９０円
３８０円 枠 連（１－４）（３－４）

２，６１０円
１，８３０円

馬 連 ��
��

８，４７０円
４，６７０円 馬 単 ��

��
１７，０４０円
１０，０２０円

ワ イ ド ��
��

４，２８０円
２，７１０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� ４７，０９０円 ３ 連 単 ���
���

１６６，１６０円
１６１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２３１４８６ 的中 � ８１０１（８番人気）
複勝票数 計 ３９４８８２ 的中 � １４７７９（７番人気）� １２６１１（８番人気）� ２９３２６（６番人気）
枠連票数 計 １６０４５４ 的中 （１－４） ２２６０（１６番人気）（３－４） ３２６６（１３番人気）
馬連票数 計 ５３４２９１ 的中 �� ２３２１（３８番人気）�� ４２４２（２６番人気）
馬単票数 計 ３２７７６２ 的中 �� ７０９（７２番人気）�� １２０９（５４番人気）
ワイド票数 計 ２４４４７３ 的中 �� １４００（３５番人気）�� ２２３２（２７番人気）�� １７８２（２９番人気）
３連複票数 計 ６７４９９６ 的中 ��� １０５８（１０５番人気）
３連単票数 計１０９８７０９ 的中 ��� ２４４（６５５番人気） ��� ２５１（６４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１１．８―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ３（６，１１）（１，２，８，１０）１６－（５，７，９）１２（４，１５）１４，１３ ４ ３，６，１１，８（１，２，１０）（５，７，１６）１２，９－（４，１５）１３，１４

勝馬の
紹 介

シンコープリンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラローレル デビュー ２００９．１１．２２ 京都４着

２００７．３．５生 牡５青鹿 母 シンコールビー 母母 ダズリンデセプション ２４戦３勝 賞金 ３５，３１０，０００円
〔発走状況〕 ダイシンワイルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ダイシンワイルド号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アスターウィング号・クリスタルヒル号・ケイエスキングオー号・コマンドパワー号・ビーム号
（非抽選馬） １頭 タイキガラハッド号
※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。

０１０４４ １月１４日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都１）第４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００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 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード３：２８．４良・良

３４ テイエムハリアー 牡６芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５８＋ ４３：３１．４ １．６�

６９ カネスラファール 牡８黒鹿６０ 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４９６＋ ２３：３１．８２� １０．０�
３３ ヒカリアライブ 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也�ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ８．６�
１１ シゲルジュウヤク 牡４栗 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８０－ ４３：３２．４３� ４１．２�
８１３ オンワードシェルタ 牡６鹿 ６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 浦河 オンワード牧場 ５０６－ ６ 〃 ハナ １２８．６�
４６ ナムラチェンジ 牡７鹿 ６０ 植野 貴也奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４７８－ ２３：３２．８２� ７３．２�
５８ � マ サ ラ イ ト 牡８鹿 ６０ 西谷 誠丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ５０４＋ ２３：３３．０� １５．３	
２２ ナリタシャトル 牡７黒鹿６０ 高田 潤�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５２２＋ ６ 〃 クビ ２８．８

４５ ゴールデンガッツ 牡７栗 ６０ 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５１６－ ２３：３３．２� １０４．５�
６１０ マルタカタキオン 牡９栗 ６０ 田村 太雅國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０８－ ２３：３３．３� ２２５．５�
７１２ アスカノバッハ �４黒鹿５９ 南井 大志豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６－ ４３：３３．５１ ７５．２
８１４ バトルブリンディス 牡７青鹿６０ 熊沢 重文宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４９０＋ ４３：３６．４大差 ９５．１�
５７ シーアクロス 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０８－１０３：３９．６大差 ３３１．８�
７１１ エルジャンクション �６鹿 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 ４７８＋１０３：３９．７� ４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，８６３，５００円 複勝： ４４，５５１，４００円 枠連： １６，４５４，０００円

馬連： ４８，２７７，４００円 馬単： ４２，３０７，５００円 ワイド： ２１，５９５，２００円

３連複： ７１，３０６，２００円 ３連単： １６４，８００，７００円 計： ４３２，１５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（３－６） ６１０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３００円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２２８６３５ 的中 � １１６５４３（１番人気）
複勝票数 計 ４４５５１４ 的中 � ２４６３９６（１番人気）� ３０８６２（４番人気）� ３５１００（３番人気）
枠連票数 計 １６４５４０ 的中 （３－６） ２０２０２（２番人気）
馬連票数 計 ４８２７７４ 的中 �� ５２８０４（３番人気）
馬単票数 計 ４２３０７５ 的中 �� ３７４５２（３番人気）
ワイド票数 計 ２１５９５２ 的中 �� １７０３９（３番人気）�� １９０４５（２番人気）�� ７５７４（７番人気）
３連複票数 計 ７１３０６２ 的中 ��� ４１５７４（４番人気）
３連単票数 計１６４８００７ 的中 ��� ３９４１１（７番人気）

上り １マイル １：４４．５ ４F ５０．５－３F ３７．１
コーナー
通過順位

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

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

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６芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：１１戦６勝 賞金 １２５，３５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 マルタカタキオン号の騎手田村太雅は，２周目４コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金５０，０００円。（２番への

進路影響）
〔その他〕 エルジャンクション号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エルジャンクション号は，平成２４年２月１４日まで出走できない。



０１０４５ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第９競走 ��１，８００�
お う さ か や ま

� 坂 山 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下，２３．１．１５以降２４．１．９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 １４，０００，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４４ タムロスカイ 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４９２＋ ６１：４７．０ ４．７�

８１３ レッドセインツ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３８－ ８ 〃 クビ ２．８�
７１０ カレンミロティック 牡４栗 ５５ 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ６ 〃 ハナ ５．６�
３３ アグネスサクラ 牝６鹿 ５３ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：４７．１クビ ３１．７�
４５ マ イ ウ エ イ 牡６鹿 ５５ 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５８＋ ４１：４７．３１� １６．６�
８１２ デンコウジュピター 牡４鹿 ５５ 武 豊田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５２０＋ ８１：４７．５１� １０．２�
６９ ヴァンダライズ 牡５栗 ５４ 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７８＋２２ 〃 ハナ ４６．０	
６８ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５５ 熊沢 重文山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４７０＋ ６１：４７．７１� ８２．５

７１１� スナイプビッド 牡４鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４９８＋ ４ 〃 ハナ ７．２�
（仏）

５６ スズカスパーク 牡７芦 ５４ 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４８６＋ ６１：４７．８クビ １３７．０
５７ アドマイヤサイモン 牡４栗 ５５ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 ハナ １２．６�
１１ マーベラスバロン 牡４鹿 ５４ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９０± ０１：４８．０１� ５９．０�
２２ アキノモーグル 牡４栗 ５４ 北村 友一穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１６＋ ８１：４８．７４ ２８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，３４５，０００円 複勝： ５６，６３８，１００円 枠連： ２５，１０５，５００円

馬連： ９５，２４０，０００円 馬単： ５６，７９９，１００円 ワイド： ３６，１６６，９００円

３連複： １２１，７１８，２００円 ３連単： ２１３，９９０，５００円 計： ６３７，００３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（４－８） ４８０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３１３４５０ 的中 � ５３２４７（２番人気）
複勝票数 計 ５６６３８１ 的中 � １００９４２（２番人気）� １０８６０６（１番人気）� ９９０６７（３番人気）
枠連票数 計 ２５１０５５ 的中 （４－８） ３９２７２（２番人気）
馬連票数 計 ９５２４００ 的中 �� ９７００３（１番人気）
馬単票数 計 ５６７９９１ 的中 �� ２１４０５（６番人気）
ワイド票数 計 ３６１６６９ 的中 �� ３２６８１（１番人気）�� ２２６９３（３番人気）�� ２７３４７（２番人気）
３連複票数 計１２１７１８２ 的中 ��� ８１３６２（１番人気）
３連単票数 計２１３９９０５ 的中 ��� ２３５３０（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３５．１―４７．１―５９．８―１：１２．３―１：２４．１―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７
３ ２－４，７，３，１０（１，１２）６（５，１３）８，９，１１ ４ ２（４，７）（３，１２）１０（１，１３）６（５，９）８，１１

勝馬の
紹 介

タムロスカイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 セ ク レ ト デビュー ２００９．１１．８ 京都２着

２００７．５．８生 牡５栗 母 タムロチェリー 母母 ミスグローリー ２６戦４勝 賞金 ９２，６７０，０００円
〔制裁〕 タムロスカイ号の騎手佐藤哲三は，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１０，０００円。（１０番への進路影

響）
※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。

０１０４６ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

１１ � エックスダンス 牡７鹿 ５７ 和田 竜二吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５２２－ ４１：３４．１ １０７．３�

８１２ クィーンズバーン 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ６ 〃 クビ １７．２�
２２ セイクリッドセブン 牡５栗 ５７ 四位 洋文 �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 ４７４＋ ２１：３４．３１� ２３．５�
６７ ビッグスマイル 牝４黒鹿５４ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４４２＋ ２１：３４．４� ２．７�
５５ ドリームカトラス 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋１０１：３４．５� ８．８�
５６ リルダヴァル 牡５栗 ５７ C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５１４＋１０１：３４．７１ ３．０	

（仏）

６８ リーチコンセンサス 牝６鹿 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：３４．８� ２１．８

７９ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５６ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７８＋１６ 〃 クビ １１．５�
８１１ ル ナ キ ッ ズ 牡６栗 ５７ 藤田 伸二畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６８－ ６１：３４．９クビ ３４．８�
３３ ミッキーチアフル 牡７鹿 ５７ 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２０＋１０１：３５．１１� １８．８
７１０ トゥリオンファーレ 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ８１：３５．４１� １３９．４�
４４ プランスデトワール 牡４芦 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３６．３５ １０．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４９，２７８，５００円 複勝： ７６，３０７，０００円 枠連： ３０，０３０，５００円

馬連： １３６，２５７，７００円 馬単： ７７，５６５，５００円 ワイド： ５３，０２５，３００円

３連複： １７１，４４２，４００円 ３連単： ３２０，０８１，５００円 計： ９１３，９８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，７３０円 複 勝 � ２，２３０円 � ６５０円 � ６４０円 枠 連（１－８） １６，２３０円

馬 連 �� ４８，１７０円 馬 単 �� １１６，１２０円

ワ イ ド �� １２，０３０円 �� １０，５４０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� １９７，３９０円 ３ 連 単 ��� １，９３６，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４９２７８５ 的中 � ３６２０（１１番人気）
複勝票数 計 ７６３０７０ 的中 � ８４７６（１１番人気）� ３１９４７（９番人気）� ３２５４３（８番人気）
枠連票数 計 ３００３０５ 的中 （１－８） １３６６（２７番人気）
馬連票数 計１３６２５７７ 的中 �� ２０８８（５５番人気）
馬単票数 計 ７７５６５５ 的中 �� ４９３（１１６番人気）
ワイド票数 計 ５３０２５３ 的中 �� １０７９（５６番人気）�� １２３２（５５番人気）�� ３９０４（３８番人気）
３連複票数 計１７１４４２４ 的中 ��� ６４１（１７９番人気）
３連単票数 計３２００８１５ 的中 ��� １２２（１１６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３５．９―４８．２―１：００．０―１：１１．５―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エックスダンス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００５．１．２９生 牡７鹿 母 ル カ ダ ン ス 母母 ダンスダンスダンス １７戦４勝 賞金 ７９，９０８，０００円
地方デビュー ２００７．６．２１ 旭川

〔その他〕 ミッキーチアフル号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーチアフル号は，平成２４年３月１４日まで出走できない。
※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。



０１０４７ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４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１，１００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

１１ トウショウカズン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３８＋１２１：２３．５ １４．８�

２３ アルゴリズム 牡４芦 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B４７２＋ ４１：２３．６� ３．２�
６１２ ケイアイテンジン 牡６栗 ５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ５．９�
４７ � インオラリオ 牡７鹿 ５６ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５３０＋ ８１：２３．７� ５７．３�
８１６ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：２４．１２� ７．１�
４８ メイショウデイム 牝５黒鹿５４ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４６６＋ ８１：２４．２クビ １８．７�
２４ アドバンスウェイ 牡６鹿 ５６ 武 豊西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０４＋ ４ 〃 クビ １０．８	
１２ ダノンエリモトップ 牡６鹿 ５６ 熊沢 重文�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５２８＋ ６１：２４．３� １３１．０

３５ オオトリオウジャ 牡６鹿 ５６ 小牧 太鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５１６＋１４１：２４．４� １４．２�
５９ � エアマックール 牡７黒鹿５６ 四位 洋文 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８６－ ４ 〃 ハナ ５２．４�
７１４ エプソムアーロン 牡８鹿 ５６ 小林 徹弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４９６＋１０１：２４．５クビ ５６３．９
３６ コンティネント 牡８鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２８＋１０ 〃 アタマ １５４．４�
７１３ スリーアリスト 牡７栗 ５６ 浜中 俊永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５０４＋ ２ 〃 同着 ２３７．４�
５１０ ツルマルネオ �６鹿 ５６ C．ルメール 鶴田 鈴子氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ５０２± ０１：２４．８２ ３２．０�

（仏）

６１１ アイアムアクトレス 牝４鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：２５．１２ ３．９�
８１５ ク リ ー ン 牡８鹿 ５７ 国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６２８＋２４１：２５．７３� ４６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６９，５５０，８００円 複勝： １０７，１９５，７００円 枠連： ７０，２００，３００円

馬連： ２８５，５０５，２００円 馬単： １５０，９１５，６００円 ワイド： ９２，０１８，４００円

３連複： ３６６，５５９，０００円 ３連単： ６６９，６３０，６００円 計： １，８１１，５７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ４１０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（１－２） １，３４０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ５，３７０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� １，７６０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ５，４８０円 ３ 連 単 ��� ４２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ６９５５０８ 的中 � ３７１６２（７番人気）
複勝票数 計１０７１９５７ 的中 � ５４６７５（８番人気）� ２１６９３４（１番人気）� １３３０７９（４番人気）
枠連票数 計 ７０２００３ 的中 （１－２） ３８９３１（４番人気）
馬連票数 計２８５５０５２ 的中 �� １０５１１７（８番人気）
馬単票数 計１５０９１５６ 的中 �� ２０７５９（２２番人気）
ワイド票数 計 ９２０１８４ 的中 �� ２６６９７（８番人気）�� １２３５３（２３番人気）�� ３８７７２（６番人気）
３連複票数 計３６６５５９０ 的中 ��� ４９３７８（１７番人気）
３連単票数 計６６９６３０６ 的中 ��� １１７６５（１４３番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１１．７―１２．３―１２．０―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．１―３４．８―４７．１―５９．１―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカズン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．２３ 京都５着

２００７．２．１５生 牡５鹿 母 バージントウショウ 母母 タバサトウショウ １５戦６勝 賞金 ８９，７４２，０００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。
（非抽選馬） ３頭 アンノルーチェ号・トーホウチェイサー号・プリンセスペスカ号
※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。

０１０４８ １月１４日 曇 良 （２４京都１）第４日 第１２競走 ��１，９００�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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

３５ デスペラード 牡４鹿 ５６ 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４８４＋ ６１：５９．８ １．９�

７１４ カ ー マ イ ン 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４８４＋１４２：００．４３� ４．６�
４８ ローレルレガリス 牡６鹿 ５７ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ３６．３�
８１５ サンマルボス 牡５鹿 ５７ 幸 英明相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４８８± ０２：００．５� ３９．３�
６１１ ダノンジュピター 牡７栗 ５７ 安藤 勝己�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ６ 〃 クビ １２．９�
６１２ トップミノル 牡５青鹿５７ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４＋ ４２：００．６� ３１．５	
４７ キーネプチューン 牡６鹿 ５７ 岩崎 祐己北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４８６＋ ６２：００．７クビ ８０．２

１１ � キャッツインブーツ 牡７栗 ５７ 川田 将雅山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５３２± ０ 〃 アタマ ６．３�
３６ アッシュール 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ８２．１�
１２ アキノグローブ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４９０＋ ４２：００．９１� ９１．７
５１０ アプローズヒーロー 牡８鹿 ５７ 五十嵐雄祐小野 博郷氏 浅野洋一郎 三石 稲葉牧場 ４６２± ０２：０１．０� ２３４．１�
７１３� トウショウデザイア 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ６０．２�
２３ ファンタズミック 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４９４± ０２：０１．１クビ ２６．４�
２４ エンジョイタイム 牡４鹿 ５６ 福永 祐一前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ４２：０１．４１� １３．２�
５９ � バリアントバイオ 牡６栗 ５７ 浜中 俊バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４９０＋ ４２：０１．６１� ８１．０�
８１６ ラインドリーム 牝６黒鹿５５ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６８＋１０２：０４．１大差 ２８５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，６５１，８００円 複勝： ６８，３３１，７００円 枠連： ３９，３８８，７００円

馬連： １３７，１８１，５００円 馬単： ９３，５４９，６００円 ワイド： ５５，５４４，０００円

３連複： １７３，４５５，４００円 ３連単： ３５５，４０８，５００円 計： ９７３，５１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ５５０円 枠 連（３－７） ５１０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ７５０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ４，４３０円 ３ 連 単 ��� １３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ５０６５１８ 的中 � ２１６４８５（１番人気）
複勝票数 計 ６８３３１７ 的中 � ２１８９３１（１番人気）� ９４４２６（２番人気）� ２０６６１（９番人気）
枠連票数 計 ３９３８８７ 的中 （３－７） ５７９７９（１番人気）
馬連票数 計１３７１８１５ 的中 �� ２０４００６（１番人気）
馬単票数 計 ９３５４９６ 的中 �� ８９２３５（１番人気）
ワイド票数 計 ５５５４４０ 的中 �� ６５５７８（１番人気）�� １７０８８（７番人気）�� ５６６０（２６番人気）
３連複票数 計１７３４５５４ 的中 ��� ２８９１４（１３番人気）
３連単票数 計３５５４０８５ 的中 ��� １９９０７（２９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．０―１３．５―１３．４―１２．８―１２．５―１２．３―１２．３―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．４―３０．４―４３．９―５７．３―１：１０．１―１：２２．６―１：３４．９―１：４７．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デスペラード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１．９ 京都１４着

２００８．２．２７生 牡４鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル １２戦３勝 賞金 ３７，０８８，０００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 グリッターテイル号・マヤノゴクウ号・メイショウタクミ号



（２４京都１）第４日 １月１４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 １８１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

２２２，６４０，０００円
８，１２０，０００円
１，８１０，０００円
２０，２３０，０００円
６２，４５５，５００円
５，３８０，８００円
１，７３７，６００円

勝馬投票券売得金
３６４，９９８，４００円
５８０，７３２，８００円
２７１，１２８，８００円
１，００２，２８１，４００円
６２５，０９５，９００円
３９９，４８２，２００円
１，３０８，１８９，７００円
２，３５９，２３５，４００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 ６，９１１，１４４，６００円

総入場人員 １４，５４９名 （有料入場人員 １３，０７３名）


