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０１０６１ １月２１日 曇 重 （２４京都１）第６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）

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

８１６ 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 ４４８－ ８１：１２．４ ２．３�

３６ ビナスイート 牝３栗 ５４ 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 ４８２± ０１：１２．７１� ８８．８�
６１２ メイショウオハツ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４７６－ ２１：１３．１２� ２９．０�
４７ タイキベイビー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B４３６＋ ４ 〃 クビ ２１．７�

７１４ ジツリキネオ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 ４５６－ ２１：１３．２� １２．２�
１２ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８０－ ４１：１３．４１ １８．９�
３５ ピエナアプローズ 牝３黒鹿５４ 武 豊本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７２＋ ６１：１３．６１ ２．５	
５１０ レガシーゴールド 牝３鹿 ５４ 福永 祐一
須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 B４６０－ ８１：１４．０２� ５９．５�
４８ ドリームスター 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介田島 政光氏 小島 貞博 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２４－ ８１：１４．２１� ２２８．１�
５９ クイーンズライフ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 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 ４２８－１４１：１４．４１� １３９．５
１１ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４１：１４．５� ３０３．５�
２３ キボウノハナ 牝３芦 ５４ 飯田 祐史華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４７８－ ４１：１４．６� ３２．８�
２４ ハートオブグリーン 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 ４４８－ ４１：１５．０２� ８．９�
７１３ メイショウタマモ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４１８－ ４１：１５．５３ ３９４．２�
６１１ ド ラ ベ ッ ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４４０ ―１：１５．６� ６０８．２�
８１５ サマニビューティ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２０－ ８１：１６．２３� ２４９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６０５，６００円 複勝： ３２，６７３，８００円 枠連： １０，４２１，８００円

馬連： ４０，７４３，６００円 馬単： ２８，５４１，９００円 ワイド： ２０，５５１，３００円

３連複： ６０，４８７，０００円 ３連単： ９４，１５１，２００円 計： ３０８，１７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １，２５０円 � ５９０円 枠 連（３－８） ２６０円

馬 連 �� ７，９５０円 馬 単 �� １０，８１０円

ワ イ ド �� ２，５７０円 �� １，２５０円 �� ８，７２０円

３ 連 複 ��� ３６，３６０円 ３ 連 単 ��� １３８，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２０６０５６ 的中 � ７３０７２（１番人気）
複勝票数 計 ３２６７３８ 的中 � １１８３０１（１番人気）� ４５２０（１０番人気）� １０３１３（７番人気）
枠連票数 計 １０４２１８ 的中 （３－８） ３０２６８（１番人気）
馬連票数 計 ４０７４３６ 的中 �� ３７８６（２２番人気）
馬単票数 計 ２８５４１９ 的中 �� １９４９（３０番人気）
ワイド票数 計 ２０５５１３ 的中 �� １９６６（２４番人気）�� ４１６７（１１番人気）�� ５６６（５１番人気）
３連複票数 計 ６０４８７０ 的中 ��� １２２８（８０番人気）
３連単票数 計 ９４１５１２ 的中 ��� ５００（３０１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．９―１２．２―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．５―４７．７―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー ２０１２．１．８ 京都２着

２００９．２．１７生 牝３鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
※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 イイデリバイブ号

０１０６２ １月２１日 曇 重 （２４京都１）第６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

５７ マイネルドメニカ 牡３栗 ５６
５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ６１：５４．２ １７．５�

４４ 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 ４９０－ ４ 〃 ハナ １．４�

３３ トニーポケット 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 浩氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 ４７２－ ６１：５４．７３ １４．４�

８１２ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：５４．９１� ８８．６�
６８ ストレートラブ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ２１：５５．０� １６．４�
１１ オリオンザパワー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文平本 敏夫氏 昆 貢 様似 林 時春 ４７０－ ４１：５５．３１� １５．９�
２２ フォントルロイ 牡３鹿 ５６ C．ルメール 大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：５５．６２ ７．１	

（仏）

６９ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４－ ２１：５５．９１� ３２．５

７１１ シルクメガスター 牡３栗 ５６ 浜中 俊有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 B４８２± ０１：５６．１１� ５８．１�
４５ グレートサミット 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４７６－ ２１：５６．５２� ２４５．２�
７１０ ナ イ ク 牡３鹿 ５６ 川島 信二加藤 信之氏 田所 秀孝 新ひだか 林 祐二 ４４２± ０ 〃 クビ ２３６．１
８１３ コウエイサツマ 牡３鹿 ５６ 北村 友一伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 伊東 政清 ４８８＋ ６１：５７．３５ ３６．０�
５６ 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 ４２８－ ２１：５７．５１� ４４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，１６１，４００円 複勝： ６９，３１３，４００円 枠連： ９，１３９，７００円

馬連： ３１，７２７，４００円 馬単： ３２，１３３，０００円 ワイド： １８，３９８，５００円

３連複： ４９，４５７，９００円 ３連単： １００，６１４，９００円 計： ３３０，９４６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ３１０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ５８０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� １，９２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 ��� ２４，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２０１６１４ 的中 � ９０８４（６番人気）
複勝票数 計 ６９３１３４ 的中 � １９７７９（５番人気）� ５００４７５（１番人気）� ３４７１２（３番人気）
枠連票数 計 ９１３９７ 的中 （４－５） １１６３８（３番人気）
馬連票数 計 ３１７２７４ 的中 �� ２５８６３（４番人気）
馬単票数 計 ３２１３３０ 的中 �� ７４９５（１１番人気）
ワイド票数 計 １８３９８５ 的中 �� １１１６９（５番人気）�� ２０４８（１８番人気）�� １７４１１（２番人気）
３連複票数 計 ４９４５７９ 的中 ��� １６４０８（７番人気）
３連単票数 計１００６１４９ 的中 ��� ３０１０（８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１３．７―１３．５―１３．２―１２．９―１２．２―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３８．１―５１．６―１：０４．８―１：１７．７―１：２９．９―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルドメニカ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．３ 京都４着

２００９．３．２６生 牡３栗 母 ピサノサンデー 母母 アランヴァンナ ８戦１勝 賞金 １０，６００，０００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。

第１回 京都競馬 第６日



０１０６３ １月２１日 曇 重 （２４京都１）第６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）

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

２４ サトノジョリー 牝３青鹿５４ 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２４± ０１：２５．８ ６．１�

８１６ カ ラ ヤ ン 牡３栃栗５６ 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：２６．１１� ３．４�
７１３ カレンシュガーレイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４５４± ０ 〃 ハナ ５．２�
４８ ウエスタンムサシ 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ５０８＋ ２１：２６．２� ３．７�
５１０ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 浜中 俊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４４２－１０ 〃 クビ ２２．８�
６１２ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７４－ ４１：２６．３クビ １２．０	
１２ アーサーバローズ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４７０± ０ 〃 クビ １１４．３

３５ ラーゼンマイスター 牝３芦 ５４ 池添 謙一近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４８２＋ ２１：２６．５１� ３５．２�
５９ ペガサスフォース 牡３栗 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ４ 〃 アタマ ５０．３�
６１１ コスモフレイム 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 日高 厚賀古川牧場 ４２８－ ２１：２６．６� ２９８．０
３６ シェーンガルテン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６２＋ ２１：２６．７クビ ３４６．０�
８１５ ヒミノオオワシ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４９４－ ４１：２６．９１� １９３．９�
１１ リバータイキ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ １５．０�
２３ ウインナイトホーク 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ５１２－ ６１：２７．５３� ６３．８�
７１４ ファイアイーター 牡３青鹿５６ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６０－ ４１：２７．８１� ５４．７�
４７ プボワールベール 牡３栗 ５６ 村田 一誠松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 ４９０－１２ 〃 アタマ ２６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７７６，３００円 複勝： ３４，７７７，３００円 枠連： １１，１４２，２００円

馬連： ４５，７３４，７００円 馬単： ２７，９４４，９００円 ワイド： ２１，８８１，９００円

３連複： ６２，１３２，０００円 ３連単： ８９，４８５，２００円 計： ３１４，８７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １９０円 枠 連（２－８） ８３０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ４００円 �� ６９０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� １０，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２１７７６３ 的中 � ２８３２３（４番人気）
複勝票数 計 ３４７７７３ 的中 � ４０７２３（４番人気）� ８５４２２（１番人気）� ４４３７５（３番人気）
枠連票数 計 １１１４２２ 的中 （２－８） １００００（３番人気）
馬連票数 計 ４５７３４７ 的中 �� ３４６９８（３番人気）
馬単票数 計 ２７９４４９ 的中 �� １０３３６（６番人気）
ワイド票数 計 ２１８８１９ 的中 �� １３８２６（３番人気）�� ７３１１（８番人気）�� １５３３８（２番人気）
３連複票数 計 ６２１３２０ 的中 ��� ２４８１１（３番人気）
３連単票数 計 ８９４８５２ 的中 ��� ６３２５（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．９―４８．５―１：０１．２―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノジョリー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Lode デビュー ２０１１．１１．５ 京都５着

２００９．４．１５生 牝３青鹿 母 ハニーローズ 母母 Honey Honey ４戦１勝 賞金 ６，７００，０００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。
（非当選馬） ２頭 トウショウハマー号・ラプターフィリー号

０１０６４ １月２１日 曇 重 （２４京都１）第６日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ エリモフラッシュ 牡３栗 ５６ 福永 祐一山本 慎一氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４４８ ―１：５５．２ ３．４�

１１ ヒカリサーベル 牡３青 ５６
５３ ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 中川牧場 ５０６ ―１：５５．７３ ７６．１�

２３ セ ヴ ェ ル ス 牡３鹿 ５６ 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４８２ ― 〃 クビ ８０．１�
３５ ジョナパランセ 牡３栗 ５６ 川田 将雅青木 基秀氏 小崎 憲 日高 グリーンヒルスタッド ４８６ ― 〃 ハナ １５．４�
８１６ ヒシパンサー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太阿部雅一郎氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 ４９２ ―１：５５．９１� １０．７�
４７ スカイノライアン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介江 賦晨氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘 ４５８ ―１：５６．１１� ４．１�
３６ メイショウアルザス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好	氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６０ ―１：５６．２クビ ８．８

２４ � シゲルポーポー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 米 BnD Thor-

oughbreds ４８６ ―１：５６．４１� ３９．６�
８１５ ヒデノリード 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大石 秀夫氏 昆 貢 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５５０ ― 〃 ハナ ４．２�
４８ ヒカルロバリー 牡３栗 ５６ 北村 友一�橋 京子氏 高木 登 日高 浜本牧場 ４９２ ―１：５７．０３� ３０．０
６１１ アスカノラポール 牡３栗 ５６ 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２８ ―１：５７．１� １３３．０�
７１４ ダークブレイズ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５５０ ―１：５７．２クビ ９２．５�
５１０ トクノエール 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥堀川 義雄氏 作田 誠二 新ひだか 林 秀雄 ４６６ ―１：５７．６２� ３９７．２�
６１２ ブラッドサクセサー 牡３栗 ５６ 村田 一誠 �社台レースホース荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８ ―１：５７．８１� １８．６�
５９ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６ 小牧 太�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４７６ ―１：５８．４３� ５５．９�
７１３ ア サ ヒ 牡３鹿 ５６ 武 豊中辻 明氏 庄野 靖志 日高 旭 牧場 ４９０ ―２：００．７大差 ２８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７６６，１００円 複勝： ２１，２８３，２００円 枠連： １１，７６４，０００円

馬連： ３２，４４８，４００円 馬単： ２２，６０６，８００円 ワイド： １５，０８２，９００円

３連複： ４３，８７６，３００円 ３連単： ６３，２００，８００円 計： ２２５，０２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � １，３７０円 � １，７３０円 枠 連（１－１） ９，８８０円

馬 連 �� ８，６１０円 馬 単 �� １４，４１０円

ワ イ ド �� ２，６００円 �� ３，４１０円 �� １７，１００円

３ 連 複 ��� ５８，３５０円 ３ 連 単 ��� ３５０，７００円

票 数

単勝票数 計 １４７６６１ 的中 � ３４３７４（１番人気）
複勝票数 計 ２１２８３２ 的中 � ４２３８７（１番人気）� ３４１２（１２番人気）� ２６６２（１３番人気）
枠連票数 計 １１７６４０ 的中 （１－１） ８７９（２７番人気）
馬連票数 計 ３２４４８４ 的中 �� ２７８２（２６番人気）
馬単票数 計 ２２６０６８ 的中 �� １１５８（４７番人気）
ワイド票数 計 １５０８２９ 的中 �� １４４４（２７番人気）�� １０９３（３４番人気）�� ２１４（９１番人気）
３連複票数 計 ４３８７６３ 的中 ��� ５５５（１３９番人気）
３連単票数 計 ６３２００８ 的中 ��� １３３（８０１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．８―５１．１―１：０４．５―１：１７．６―１：３０．３―１：４２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリモフラッシュ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 パントレセレブル 初出走

２００９．２．１３生 牡３栗 母 セレブレイト 母母 エリモファンタジー 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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アラビアンパール号・カリスマサンキング号・サンライズロイヤル号・タイキフォースワン号



０１０６５ １月２１日 小雨 重 （２４京都１）第６日 第５競走 ��
��２，２００�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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

５１０ 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 ５１４－１４２：１６．２ ４．０�

６１１ アドマイヤバラード 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０－ ２２：１６．３� ３．１�
１２ ダノンキセキ 牡３栗 ５６ 浜中 俊�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１４± ０２：１７．１５ ５．９�
１１ ドラゴネッティ 牡３黒鹿５６ 北村 友一吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４８± ０２：１７．２� ２２．８�
４７ レッドバビロン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８－１０２：１７．４� １４．７�
７１４ ブルータンザナイト 牡３青鹿５６ 村田 一誠桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５４０－ ８２：１７．６１� ７１．２�
２４ カ ナ ロ ア 牡３鹿 ５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 ４４８± ０２：１７．８１ ４．０	
７１３ アンコールピース 牝３黒鹿５４ C．ルメール 吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：１７．９� ５１．８


（仏）

６１２ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４７２＋ ６ 〃 アタマ １３２．９�
５９ ヴェリタスウオリア 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４７０－ ２２：１８．２２ ４７．４�
８１６ ウォーレンバローズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ５０４± ０２：１８．３� ６６．３
８１５ スズカチャンプ 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８４＋ ４２：１８．４� １６．１�
３５ ナンヨーウゼン 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎中村 �也氏 山内 研二 浦河 三好牧場 ４３０－ ２２：１８．５クビ ４４４．３�
４８ マイネルフェイブル 牡３青 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 千歳 社台ファーム ４６６－ ２２：１８．８２ １５２．１�
２３ ホッコーアスカ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４５４－１４２：１９．２２� ６８８．１�
３６ クレバーディオネ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４５０－ ８２：２０．１５ ２４７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１４５，７００円 複勝： ４１，５９５，６００円 枠連： １１，８４２，７００円

馬連： ５０，７９８，３００円 馬単： ３４，４８１，５００円 ワイド： ２３，３３６，１００円

３連複： ７１，０２１，７００円 ３連単： １１２，４６３，８００円 計： ３７０，６８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（５－６） ７００円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２５１４５７ 的中 � ５００９０（２番人気）
複勝票数 計 ４１５９５６ 的中 � ６８２３４（３番人気）� １０２８８８（１番人気）� ６７３４８（４番人気）
枠連票数 計 １１８４２７ 的中 （５－６） １２５９０（２番人気）
馬連票数 計 ５０７９８３ 的中 �� ５４３２６（２番人気）
馬単票数 計 ３４４８１５ 的中 �� １６２９５（４番人気）
ワイド票数 計 ２３３３６１ 的中 �� ２１０５３（２番人気）�� １２７５９（６番人気）�� １５３７８（４番人気）
３連複票数 計 ７１０２１７ 的中 ��� ４５９３４（３番人気）
３連単票数 計１１２４６３８ 的中 ��� １３０３９（１３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．２―１３．０―１２．７―１２．８―１３．３―１２．４―１２．０―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．９―１：０１．６―１：１４．４―１：２７．７―１：４０．１―１：５２．１―２：０４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドブレイゾン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神２着

２００９．２．１０生 牡３黒鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 テイエムオペラドン号
（非抽選馬） ２頭 ウォーターレオ号・オーミシャイン号
※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。

０１０６６ １月２１日 小雨 重 （２４京都１）第６日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

１２ カレンブラックヒル 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：３５．３ ５．４�

２３ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５０６ ―１：３５．８３ ３．１�
３５ プロフェッサー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４６０ ―１：３７．７大差 １４．９�
２４ アプリコーゼ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 西園 正都 日高 待兼牧場 ５１２ ―１：３７．９１� ７９．４�
４８ ショウナンマオ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４ ― 〃 クビ ８．６�
５１０ ハワイアンウインド 牝３鹿 ５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：３８．０クビ ３６．５�
３６ アンティール 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６８ ― 〃 クビ １３．５	
８１５ メイショウモストロ 牡３黒鹿５６ 石橋 守松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６６ ―１：３８．１クビ ２５．４

８１６ アラドヴァル 牝３青 ５４ 長谷川浩大吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：３８．３１� ５８．６�
４７ リュドゥラペ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介安原 浩司氏 北出 成人 平取 清水牧場 ４３６ ― 〃 ハナ １１５．８�
７１３ ミ チ ャ エ ル 牡３鹿 ５６ C．ルメール 陳 偉殷氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム ４５６ ―１：３９．３６ ８．５

（仏）

６１１ タガノショコラ 牝３鹿 ５４ 北村 友一八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４２０ ―１：３９．５１� ７５．８�

１１ マルサンボサツ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥松井三千年氏 小原伊佐美 日高 福山牧場 ４５４ ―１：３９．９２� １７１．３�
７１４ シーエヴリン 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４２２ ―１：４０．７５ １４９．９�
６１２ シゲルキイチゴ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 山田牧場 ４４２ ―１：４０．９１� ２９８．５�
５９ アグネスロイヤル 牡３栗 ５６ 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９８ ― （競走中止） ４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６０，０００円 複勝： ３０，４４１，６００円 枠連： １２，５５１，０００円

馬連： ４２，４７３，１００円 馬単： ２７，８５６，１００円 ワイド： １９，０７８，４００円

３連複： ５５，６２５，１００円 ３連単： ８２，５１０，９００円 計： ２９１，８９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ３５０円 枠 連（１－２） ７４０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，２２０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� １７，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２１３６００ 的中 � ３１５３９（３番人気）
複勝票数 計 ３０４４１６ 的中 � ５１３６３（３番人気）� ７０３３４（１番人気）� １６７８１（６番人気）
枠連票数 計 １２５５１０ 的中 （１－２） １２５６０（２番人気）
馬連票数 計 ４２４７３１ 的中 �� ４２８４４（２番人気）
馬単票数 計 ２７８５６１ 的中 �� １３０７３（４番人気）
ワイド票数 計 １９０７８４ 的中 �� １６７３９（１番人気）�� ３５８０（１７番人気）�� ４７９４（１０番人気）
３連複票数 計 ５５６２５１ 的中 ��� １１１４４（９番人気）
３連単票数 計 ８２５１０９ 的中 ��� ３４７３（４２番人気）

ハロンタイム １３．１―１０．９―１１．８―１２．１―１２．０―１２．０―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．０―３５．８―４７．９―５９．９―１：１１．９―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンブラックヒル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone 初出走

２００９．２．１９生 牡３黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔競走中止〕 アグネスロイヤル号は，競走中に疾病〔右下腿骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競走

中止。
〔その他〕 シーエヴリン号・シゲルキイチゴ号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
※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 エアルプロン号・シャイニータキオン号・スランジバール号・ダイワマッジョーレ号・ナムラヒーロー号・

ハードチョンホ号・ミヤトーレル号・ラインケイト号・ルシーダカフェ号・ローレルハイウェイ号
※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。



０１０６７ １月２１日 小雨 重 （２４京都１）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５５ タガノリベラノ 牝４黒鹿５４ 和田 竜二八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４６６－ ４１：５４．０ ４．６�

６６ サトノティアラ 牝４鹿 ５４ 藤田 伸二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：５４．１� ３４．９�
７７ � メイショウオリビア 牝５青鹿５５ 武 豊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４６２－ ４１：５４．３１ ５．６�
４４ � ネオジェイズレーヌ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９８＋１０ 〃 クビ ６．２�
１１ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５８－ ４１：５４．４� ４．１�
８９ ブルーモーメント 牝５鹿 ５５ 福永 祐一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ６ 〃 アタマ ３．４�
３３ マイネマグノリア 牝４栗 ５４ C．ルメール 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋ ８１：５４．６１� １０．０

（仏）

８８ � ラブロジック 牝４黒鹿 ５４
５１ ▲森 一馬ディアレスト 福島 信晴 新冠 北星村田牧場 ４８４＋１０１：５４．９２ １０４．２�

２２ ベ リ ー フ 牝５栗 ５５ 浜中 俊岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４６６＋１６１：５５．６４ ３９．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，７０６，０００円 複勝： ２９，４１０，８００円 枠連： ８，８９１，３００円

馬連： ４０，２９６，１００円 馬単： ２８，１２３，２００円 ワイド： １６，９７５，４００円

３連複： ５０，１４７，３００円 ３連単： １０８，５７８，９００円 計： ３００，１２９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � １，２４０円 � １７０円 枠 連（５－６） ９，５４０円

馬 連 �� １０，２２０円 馬 単 �� １７，９９０円

ワ イ ド �� ２，８４０円 �� ５１０円 �� ２，９３０円

３ 連 複 ��� １４，６００円 ３ 連 単 ��� ８７，２００円

票 数

単勝票数 計 １７７０６０ 的中 � ３０３４３（３番人気）
複勝票数 計 ２９４１０８ 的中 � ４４８７８（５番人気）� ４３７１（８番人気）� ５７８２４（２番人気）
枠連票数 計 ８８９１３ 的中 （５－６） ６８８（２４番人気）
馬連票数 計 ４０２９６１ 的中 �� ２９１１（２４番人気）
馬単票数 計 ２８１２３２ 的中 �� １１５４（４２番人気）
ワイド票数 計 １６９７５４ 的中 �� １４０９（２３番人気）�� ８９５３（９番人気）�� １３６５（２４番人気）
３連複票数 計 ５０１４７３ 的中 ��� ２５３５（４３番人気）
３連単票数 計１０８５７８９ 的中 ��� ９１９（２１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３７．３―５０．７―１：０３．３―１：１６．２―１：２８．９―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タガノリベラノ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Rubiano デビュー ２０１１．１．１５ 京都１着

２００８．４．２８生 牝４黒鹿 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy ４戦２勝 賞金 １３，７００，０００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。

０１０６８ １月２１日 小雨 重 （２４京都１）第６日 第８競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ 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 ５２８－ ６１：１１．０ ３．１�

６１２ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５６ 国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５０－ ４１：１１．１� １８．６�
１１ トイボックス 牡５黒鹿５７ 北村 友一名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７２－ ４１：１１．２クビ ５．６�
５９ ヒ ー ロ ー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５３８＋３０１：１１．３� ３．５�
２４ タイキガラハッド 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０２± ０１：１１．５１� １４．９�
８１５ タイキブルース 牡５鹿 ５７ 福永 祐一�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４６８＋ ６１：１１．６� ９．８	
５１０ デイブレイク 牡４鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８２－ ４１：１１．８１� ６８．９

２３ マルカファントム 牡４鹿 ５６

５３ ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４５４＋ ６１：１１．９� ９０．３�
８１６ ニシノブイシェープ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５１８＋ ４１：１２．０� ９．７�
７１４ クリスタルヒル 牡４鹿 ５６ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５１４± ０１：１２．１クビ ９１．０
３５ コマンドパワー 牡４鹿 ５６ 小林慎一郎平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 ４８４＋ ８１：１２．２� ５６．５�
４７ � ホクザンアロマ 牝５栗 ５５ 小坂 忠士木本 弘孝氏 境 直行 浦河 �原 敏明 ４６６＋１２１：１２．４１� ５００．０�
７１３ ホーマンルッツ 牡４栗 ５６ 川田 将雅久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４４－１４１：１２．５クビ １９．３�
４８ ペプチドソロモン 	５鹿 ５７ 小牧 太沼川 一彦氏 高橋 隆 浦河 杵臼牧場 ５３０－ ２１：１２．６� ３５．０�
３６ � ノアフィールド 牝４栗 ５４ 村田 一誠佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 塚田 達明 ４４０－ ６１：１４．５大差 １７０．８�
１２ � ジェヌスケラスス 牝４黒鹿５４ 川島 信二加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４４８－ ４１：１４．７１� ２０７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０９３，９００円 複勝： ４１，６３６，４００円 枠連： １８，８４３，８００円

馬連： ６１，６１４，０００円 馬単： ３８，７５７，１００円 ワイド： ２７，６５７，７００円

３連複： ８１，８７２，３００円 ３連単： １３５，６５５，９００円 計： ４２９，１３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ３４０円 � １７０円 枠 連（６－６） ３，４５０円

馬 連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ４，２２０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ２８０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� １９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２３０９３９ 的中 � ５９５３３（１番人気）
複勝票数 計 ４１６３６４ 的中 � ９４３０７（１番人気）� ２４０９３（８番人気）� ６９９４２（３番人気）
枠連票数 計 １８８４３８ 的中 （６－６） ４０４１（１３番人気）
馬連票数 計 ６１６１４０ 的中 �� １５７９２（１１番人気）
馬単票数 計 ３８７５７１ 的中 �� ６７８１（１４番人気）
ワイド票数 計 ２７６５７７ 的中 �� ７５３０（１０番人気）�� ２８１４０（２番人気）�� ５７２９（１５番人気）
３連複票数 計 ８１８７２３ 的中 ��� １７２２３（１０番人気）
３連単票数 計１３５６５５９ 的中 ��� ５０４２（５０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１１．７―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．１―４６．８―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ オ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２０１１．２．５ 京都８着

２００８．５．１４生 牡４鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ ７戦２勝 賞金 １４，５５０，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ネオエピック号
（非抽選馬） １頭 カシノハクリュウ号



０１０６９ １月２１日 小雨 重 （２４京都１）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

わかごま

若駒ステークス
発走１４時３５分（番組第１０競走を順序変更） （芝・右）
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 １３３，０００円 ３８，０００円 １９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

３３ ゼ ロ ス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４９２± ０２：０５．３ ４．８�

２２ ワールドエース 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２２：０５．７２� １．２�
４４ ヤマニンファラオ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ８．２�
１１ クリスマスマーベル 牡３青鹿５６ 国分 恭介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７６－ ４２：０６．３３� ４１．０�
５５ エーシングングン 牡３栗 ５６ 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 ４６２－ ８２：０６．４� １４．１�

（５頭）

売 得 金

単勝： ６４，１０９，２００円 複勝： １０２，９５８，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ５２，２０４，２００円 馬単： ７６，６９９，２００円 ワイド： ２０，３２７，２００円

３連複： ５５，９２１，７００円 ３連単： ３５３，９４９，５００円 計： ７２６，１６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １９０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド �� １１０円 �� １６０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� １９０円 ３ 連 単 ��� １，５８０円

票 数

単勝票数 計 ６４１０９２ 的中 � １０６１６９（２番人気）
複勝票数 計１０２９５８９ 的中 � １５１１６７（２番人気）� ６８６５５１（１番人気）
馬連票数 計 ５２２０４２ 的中 �� ２１００６０（１番人気）
馬単票数 計 ７６６９９２ 的中 �� ８３３８８（３番人気）
ワイド票数 計 ２０３２７２ 的中 �� ６０３４１（１番人気）�� ２４０４９（４番人気）�� ４０３５７（２番人気）
３連複票数 計 ５５９２１７ 的中 ��� ２２６３３７（１番人気）
３連単票数 計３５３９４９５ 的中 ��� １６５８７８（６番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．２―１３．２―１３．３―１３．２―１３．５―１２．５―１１．７―１０．７―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．５―２５．７―３８．９―５２．２―１：０５．４―１：１８．９―１：３１．４―１：４３．１―１：５３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３３．９
１
３
３－４，５，１，２
３－４（１，５）２

２
４
３－４，５，１，２
３－（１，４）５，２

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ス 	


父 キングカメハメハ 	



母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．６．１９ 函館４着

２００９．４．１３生 牡３鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ １０戦３勝 賞金 ３８，２３３，０００円

０１０７０ １月２１日 雨 重 （２４京都１）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

は な み こ う じ

花 見 小 路 特 別
発走１５時１０分（番組第９競走を順序変更） （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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

７１０ ティアップゴールド 牡６鹿 ５７ 浜中 俊田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４８４＋１４１：２２．６ １５．４�

１１ タマモコントラバス 牡５黒鹿５７ 武 豊タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４６４－ ２１：２３．６６ ８．１�
８１２ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１４－ ４１：２３．８１ ９．０�
８１１ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９４＋１０１：２４．０１� ６．１�
７９ ダーズンローズ 牡４青 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 クビ １６．４�
５６ � エーシンウェズン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５３４± ０１：２４．１� ２．１	
５５ マイネルカリバーン 牡５黒鹿５７ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５２６＋２２１：２４．２クビ ３３．７

６７ エーティーランボー 牡４鹿 ５６ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ １４０．４�
６８ ナリタシリカ 牝６黒鹿５５ 佐藤 哲三�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４６０± ０１：２４．４１� ６３．２�
４４ ヴ ィ ジ ャ イ 牡４鹿 ５６ C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ２１：２４．５� ８．９
（仏）

３３ アルーリングムーン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－ ２１：２４．６� ５４．３�

２２ � ロードロックスター 牡６鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm ５１０＋ ６１：２５．０２� １６．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４１，１３０，２００円 複勝： ６４，４２６，３００円 枠連： ２７，２３４，８００円

馬連： １２１，４１３，４００円 馬単： ７１，４６８，９００円 ワイド： ４４，３７５，６００円

３連複： １４２，３０２，０００円 ３連単： ２８１，０６０，９００円 計： ７９３，４１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ４４０円 � ２８０円 � ２７０円 枠 連（１－７） ３，１２０円

馬 連 �� ４，９７０円 馬 単 �� １１，４６０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� １，３８０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １０，６７０円 ３ 連 単 ��� ７６，０４０円

票 数

単勝票数 計 ４１１３０２ 的中 � ２１１６９（６番人気）
複勝票数 計 ６４４２６３ 的中 � ３５３６６（７番人気）� ６５０５５（４番人気）� ６７０７４（３番人気）
枠連票数 計 ２７２３４８ 的中 （１－７） ６４６１（１１番人気）
馬連票数 計１２１４１３４ 的中 �� １８０３０（２０番人気）
馬単票数 計 ７１４６８９ 的中 �� ４６０６（４０番人気）
ワイド票数 計 ４４３７５６ 的中 �� ７２７０（１８番人気）�� ７８８３（１６番人気）�� １１３３５（１０番人気）
３連複票数 計１４２３０２０ 的中 ��� ９８４３（３５番人気）
３連単票数 計２８１０６０９ 的中 ��� ２７２８（２３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．２―４７．９―５９．４―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップゴールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．１０．１９ 京都３着

２００６．３．７生 牡６鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley ２２戦３勝 賞金 ７０，６６８，０００円
〔発走状況〕 ダーズンローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダーズンローズ号は，平成２４年１月２２日から平成２４年２月２０日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。



０１０７１ １月２１日 雨 不良 （２４京都１）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走１５時４５分 （ダート・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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

７１１ セイカプリコーン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４９２＋ ４１：２２．９ ２．５�

８１３ トシギャングスター 牡５芦 ５７ 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ７．２�
１１ メイショウマシュウ 牡４黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５１０＋１０ 〃 ハナ ２．９�
６８ アイディンパワー 牡６鹿 ５７ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９６－ ２ 〃 ハナ ４９．５�
７１０ ヒシコモンズ 牡６栗 ５７ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８６± ０ 〃 アタマ ２８．４�
６９ オースミイージー 牡４鹿 ５６ 川島 信二�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４９２－ ２１：２３．３２� ４３．４�
５６ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５６ 川田 将雅榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０＋ ８１：２３．５１� １５．５	
２２ シュテルンターラー 牝５芦 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム ４９８＋１２１：２３．９２� １３．４

３３ キョウエイカルラ 牝５栗 ５５ 小牧 太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ７．８�
４５ ハイローラー 牡６鹿 ５７ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９６＋ ２１：２４．０� １４２．３�
８１２ ハードウォン 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４８０－ ２１：２４．２１� ９９．７
４４ コウジンアルス 牡１０栗 ５７ 村田 一誠加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８０± ０１：２４．５２ １７９．８�
５７ アグネスマクシマム 牡８栗 ５７ 武 幸四郎渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６１：２４．９２� １１７．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５９，３３９，０００円 複勝： ８０，０６５，８００円 枠連： ４７，２８１，７００円

馬連： ２４０，６２８，５００円 馬単： １４１，４６２，５００円 ワイド： ７５，６０５，１００円

３連複： ２９８，２０２，８００円 ３連単： ６６４，６４９，３００円 計： １，６０７，２３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（７－８） ６８０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １６０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ５９３３９０ 的中 � １８８０４９（１番人気）
複勝票数 計 ８００６５８ 的中 � ２４１６０９（１番人気）� ９８８６５（３番人気）� １７６２３８（２番人気）
枠連票数 計 ４７２８１７ 的中 （７－８） ５１５３９（２番人気）
馬連票数 計２４０６２８５ 的中 �� ２３３５３１（２番人気）
馬単票数 計１４１４６２５ 的中 �� ９１３３１（３番人気）
ワイド票数 計 ７５６０５１ 的中 �� ６４３７１（２番人気）�� １５１４６０（１番人気）�� ４２２４２（４番人気）
３連複票数 計２９８２０２８ 的中 ��� ３３９４７５（１番人気）
３連単票数 計６６４６４９３ 的中 ��� １４１０６３（６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．８―１１．９―１１．８―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．８―４６．７―５８．５―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカプリコーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．９．１２ 阪神２着

２００８．３．２９生 牡４鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド １４戦４勝 賞金 ５７，９３６，０００円
※タナトス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０１０７２ １月２１日 雨 不良 （２４京都１）第６日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４６ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４３４＋ ８１：５１．４ ２１．７�

７１２ コウエイテンプウ 牝６鹿 ５５ 浜中 俊西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４９８－ ６１：５１．６１� １０５．４�
８１５ メメビーナス 牝５青鹿５５ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８８＋ ４１：５１．８１� ５．４�
２２ テーブルスピーチ 牝５栗 ５５ 福永 祐一谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ４．０�
５９ トップコマチ 牝７鹿 ５５ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５６－ ４１：５２．３３ １７．２�
７１３ トウカイファミリー 牝６黒鹿５５ 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ ２５．４�
１１ タガノガルーダ 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６６＋１０１：５２．４クビ ２４．４	

５８ ビーチパレード 牝４黒鹿５４ C．ルメール �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 同着 ３．２

（仏）

３４ ビューティーモズ 牝４黒鹿５４ 池添 謙一北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ １４．１�
８１４� エーシンアガペー 牝５青 ５５ 岩田 康誠�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 B４７０＋ ４ 〃 クビ ２０．７
２３ イイデステップ 牝４鹿 ５４ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４９４＋１２１：５２．７１� ６．３�
３５ トーホウリッチ 牝６青 ５５ 国分 恭介東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７８－ ２ 〃 クビ ２３１．２�
６１１ ナムラボルテージ 牝５鹿 ５５ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７０± ０１：５２．８クビ ５４．５�
４７ スナークチェリー 牝５栗 ５５ 川島 信二杉本 豊氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４５８＋ ６１：５４．１８ ２３４．１�
６１０ ユメミルテーラー 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４８８－ ６１：５４．５２� ８８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４５，６２３，０００円 複勝： ６７，０７２，０００円 枠連： ４２，４０５，２００円

馬連： １４１，６３５，９００円 馬単： ７４，９９３，１００円 ワイド： ５３，２２４，６００円

３連複： １８１，７１８，９００円 ３連単： ３３２，７６０，９００円 計： ９３９，４３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１７０円 複 勝 � ５９０円 � １，５１０円 � ２１０円 枠 連（４－７） １１，７００円

馬 連 �� ５８，３７０円 馬 単 �� １１２，４９０円

ワ イ ド �� １６，０１０円 �� ２，１２０円 �� ５，３５０円

３ 連 複 ��� １２０，９３０円 ３ 連 単 ��� ９６６，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４５６２３０ 的中 � １６６０６（８番人気）
複勝票数 計 ６７０７２０ 的中 � ２７５０７（１０番人気）� ９８５０（１２番人気）� １０６２５６（３番人気）
枠連票数 計 ４２４０５２ 的中 （４－７） ２６７５（２６番人気）
馬連票数 計１４１６３５９ 的中 �� １７９１（７６番人気）
馬単票数 計 ７４９９３１ 的中 �� ４９２（１４６番人気）
ワイド票数 計 ５３２２４６ 的中 �� ８０７（８１番人気）�� ６２９１（２８番人気）�� ２４３９（４９番人気）
３連複票数 計１８１７１８９ 的中 ��� １１０９（２０８番人気）
３連単票数 計３３２７６０９ 的中 ��� ２５４（１３５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．９―１２．８―１３．０―１２．６―１２．１―１２．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．４―４９．２―１：０２．２―１：１４．８―１：２６．９―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．６
１
３

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

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

マ マ キ ジ ャ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神７着

２００８．５．３生 牝４芦 母 サ ヤ カ 母母 Spectacular Sue １３戦３勝 賞金 ２６，９５０，０００円
〔発走状況〕 トウカイファミリー号は，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を表示している。



（２４京都１）第６日 １月２１日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６３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

２０２，１１０，０００円
９，４６０，０００円
１，０７０，０００円
１４，７１０，０００円
５６，５９８，０００円
４，２３８，０００円
１，５６４，８００円

勝馬投票券売得金
３７４，８１６，４００円
６１５，６５５，１００円
２１１，５１８，２００円
９０１，７１７，６００円
６０５，０６８，２００円
３５６，４９４，７００円
１，１５２，７６５，０００円
２，４１９，０８２，２００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 ６，６３７，１１７，４００円

総入場人員 １３，１３９名 （有料入場人員 １１，７６９名）


