
０１０４９ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

６１０� ワールドハンター 牡３栗 ５６ 四位 洋文青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ４９０－ ２１：１２．８ １．９�

３４ � エーシンエフダンズ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ４９２＋ ２１：１２．９� ４．８�

７１２ ジツリキドンドン 牡３芦 ５６ 秋山真一郎河合實貴男氏 野村 彰彦 浦河 上山牧場 ５２８＋ ４１：１３．７５ １０．２�
６１１ ブラックマジック 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８± ０１：１４．１２� ２５．５�
１１ � ウォーターポピンズ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 米 Barnett

Enterprises ４４０＋ ４ 〃 クビ １７．３�
２３ � マルターズストーム 牡３鹿 ５６ 上村 洋行藤田与志男氏 藤原 英昭 米

Dreamfields Inc,
Mark Simendinger
& Kerry Cauthen

４４６－ ４１：１４．２� ３．８�
２２ サクラサンビーム 牡３鹿 ５６ 幸 英明	さくらコマース佐々木晶三 静内 原 光彦 ４４８－ ２１：１５．０５ ６９．０

８１４ チェリーピット 牡３鹿 ５６ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 三石 大塚牧場 ４３８＋１０１：１５．１� ３９１．３�
５８ シゲルアサンテ 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔森中 蕃氏 飯田 明弘 三石 畑端牧場 ５１２± ０１：１５．５２� ３７６．８
７１３� テイエムサプライズ 牡３栗 ５６ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 福島 勝 新冠 競優牧場 ４７４± ０１：１５．６	 ３６１．３�
５９ � ヴィヴァコウベ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４６０＋１６１：１６．０２� ８４．０�
３５ ケイエスショーキ 牡３黒鹿５６ 難波 剛健キヨシサービス	 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５１０＋ ２１：１６．２１� ２８１．０�
４７ � ツルギイングランド 牝３栗 ５４ 太宰 啓介中野 利道氏 太宰 義人 平取 びらとり牧場 ４４０＋ ６１：１６．４	 ５８２．２�
４６ クニノサンダー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎國立 治氏 境 直行 平取 川上 勇治 ４６８± ０ 〃 アタマ ５２３．９�
８１５ アンブルソレール 牝３芦 ５４ 熊沢 重文柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５４＋１６１：１７．１４ ３６６．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，５２９，２００円 複勝： ２４，９９７，８００円 枠連： ２１，８３３，８００円

普通馬連： ８６，７２９，５００円 馬単： ９０，８１７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９５５，８００円

３連複： １２７，８７０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４０２，７３４，４００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（３－６） ３４０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２６０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５２９２ 的中 � １０６３２６（１番人気）
複勝票数 計 ２４９９７８ 的中 � ８７３８０（１番人気）� ４５６１１（２番人気）� ２８０３９（４番人気）
枠連票数 計 ２１８３３８ 的中 （３－６） ４７９７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６７２９５ 的中 �� １６０５４６（１番人気）
馬単票数 計 ９０８１７７ 的中 �� １００２０２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９５５８ 的中 �� ３５２１４（２番人気）�� ２６０２２（３番人気）�� ９９８１（８番人気）
３連複票数 計１２７８７０６ 的中 ��� １０１９８５（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．７―１１．９―１２．４―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワールドハンター �
�
父 Jade Hunter �

�
母父 Secreto デビュー ２００６．１１．２５ 京都２着

２００４．３．１１生 牡３栗 母 Doll 母母 Y’Amor ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンブルソレール号は，平成１９年２月１４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ウインハンズダウン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 チャリティショウ号・ノースエスパー号・ボンバーヘッド号



０１０５０ １月１４日 曇 良 （１９京都１）第５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）

若手騎手，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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

１２ �� スマートトリック 牡３黒鹿
５６
５３ ▲上野 翔大川 徹氏 宮 徹 浦河 バンダム牧場 ４８４－ ６１：５６．３ ３．９�

６１１� タイセイユニオン 牡３黒鹿５６ 高井 彰大田中 成奉氏 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ４３４－ ８１：５６．８３ ４２．８�
３５ � マンテンポイント 牡３鹿 ５６ 黒岩 悠小島 將之氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４３４＋ ４１：５７．０１� ７．１�
８１６� ヒ ン ギ ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅橘 八重子氏 藤岡 範士 門別 新井 昭二 ４４６－１０１：５７．１� １１１．０�
７１３ タグインディ 牡３鹿 ５６

５５ ☆鮫島 良太田口 廣氏 佐山 優 早来 田口 廣 ４６０± ０１：５７．２� ４．５�
４８ マルブツゴールド 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一大澤 毅氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４６８－ ２１：５７．３クビ ４．４�
２４ セイカジーベック 牡３鹿 ５６ 柴原 央明久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６８＋ ４１：５７．５１� ４．６�
５１０ ヨドノドリーマ 牝３鹿 ５４ 南井 大志海原 聖一氏 浜田 光正 浦河 村下牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ １８４．０	
７１４� ハンティングダラー 牡３鹿 ５６ 生野 賢一 
社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ １８．１�
６１２ カシノアマゾネス 牝３栗 ５４ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４４２－ ４１：５７．９２� ２８９．６�
８１５ デヒアビート 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志平岡 茂樹氏 小島 貞博 静内 へいはた牧場 ５０４± ０ 〃 クビ ４３．９
２３ ジョリーレイジ 牡３鹿 ５６ 難波 剛健
三嶋牧場 松永 昌博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６２＋ ６１：５８．６４ ８５．３�
１１ パ ル ー ル 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士吉田 修氏 坪 憲章 様似 �村 伸一 ４１６－ ２１：５８．７� ２０２．８�
３６ � ナムラコマンド 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４６６－１６１：５９．３３� ２３．４�
５９ マチュピチュ �３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典當山 �則氏 中竹 和也 平取 広川牧場 ５０２＋１４１：５９．８３ ２４９．２�
４７ サウスプルミエ 牡３芦 ５６ 小坂 忠士南波 壽氏 藤原 英昭 新冠 武田 修一 ５０４＋１２２：００．０１� １８７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６７３，９００円 複勝： １８，０３４，３００円 枠連： ２１，７２４，８００円

普通馬連： ７０，３６８，３００円 馬単： ６７，８０５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３９４，８００円

３連複： １０９，０５２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３２５，０５４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ７９０円 � ２４０円 枠 連（１－６） ７，４４０円

普通馬連 �� ７，３２０円 馬 単 �� １２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８５０円 �� ５５０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� １４，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７６７３９ 的中 � ３６４５８（１番人気）
複勝票数 計 １８０３４３ 的中 � ３６３３９（１番人気）� ４５３５（８番人気）� ２０２１７（５番人気）
枠連票数 計 ２１７２４８ 的中 （１－６） ２１５７（２１番人気）
普通馬連票数 計 ７０３６８３ 的中 �� ７０９９（２４番人気）
馬単票数 計 ６７８０５２ 的中 �� ３９３０（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３９４８ 的中 �� ２６４７（２０番人気）�� ９８４９（５番人気）�� １３８５（３５番人気）
３連複票数 計１０９０５２７ 的中 ��� ５４４０（４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．５―１３．６―１４．１―１３．１―１２．８―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．５―５１．１―１：０５．２―１：１８．３―１：３１．１―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
スマートトリック �

�
父 ナリタトップロード �

�
母父 フオテイテン デビュー ２００６．７．２ 福島５着

２００４．４．４生 牡３黒鹿 母 オギユークイン 母母 ユーセコクイン ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 タイセイユニオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タイセイユニオン号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フィールドマーチ号



０１０５１ １月１４日 曇 良 （１９京都１）第５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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２２ � ジャイアントラック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠中村 浩章氏 領家 政蔵 米 Green
Gates Farm ５０４ ―１：２６．９ ５．６�

６８ � ネ ネ グ ー ス 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６ ―１：２７．４３ ３．６�

８１２ ホウリュウジ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二本田 恒雄氏 柴田 政見 三石 水上 習孝 ４８８ ―１：２７．５� ４．８�
５６ バーラプレッタ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 野村 彰彦 新冠 須崎牧場 ４４６ ―１：２７．８２ ７１．９�
７１０ シゲルバヤルララア 牝３栗 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 長浜 秀昭 ４１４ ―１：２８．０１ １７．９�
６９ � ライブコンサート 牡３黒鹿５６ 川田 将雅清水 一功氏 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７４ ― 〃 ハナ ２１．２�
４４ バンブーファルカン 牡３栗 ５６ 福永 祐一	バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４７０ ―１：２８．３１� ２．８

５７ ブランスキー 牡３栗 ５６ 小牧 太片山 虔氏 新川 恵 静内 山際 智 ４９０ ―１：２８．５１	 １３．７�
１１ トウカイグラマー 牝３鹿 ５４ 幸 英明内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４４０ ―１：２９．５６ １１６．４�
８１３ シナモンロール 牡３栗 ５６ 橋本 美純�グリーンテック橋本 寿正 静内 岡田 猛 ４６０ ―１：２９．６
 ９２．９
４５ � ハギノプレーミオ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行日隈 良江氏 武田 博 浦河 村下 明博 ４１２ ―１：２９．８１
 １１９．３�
３３ � アサクサダッシュ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介田原源一郎氏 作田 誠二 新冠 川上牧場 ５４４ ―１：３０．３３ １５７．４�
７１１�� ダンツウンガ 牝３栗

５４
５１ ▲田中 克典山元 哲二氏 田所 清広 静内 山田牧場 ４６８ ―１：３０．８３ ２４３．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，３１２，３００円 複勝： １９，７６０，２００円 枠連： ２１，９５５，９００円

普通馬連： ６９，２２６，２００円 馬単： ７９，７９３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１２６，４００円

３連複： １００，６０３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３３６，７７７，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（２－６） ６１０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５３１２３ 的中 � ３６１３５（４番人気）
複勝票数 計 １９７６０２ 的中 � ３１４０２（４番人気）� ４７１６４（１番人気）� ３６０６１（３番人気）
枠連票数 計 ２１９５５９ 的中 （２－６） ２７００５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９２２６２ 的中 �� ６７２０１（２番人気）
馬単票数 計 ７９７９３０ 的中 �� ３６０２４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１２６４ 的中 �� １８６０９（３番人気）�� １０８６７（６番人気）�� １５５５７（４番人気）
３連複票数 計１００６０３８ 的中 ��� ６００７０（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．２―１２．７―１２．８―１２．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．７―１：０１．５―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャイアントラック �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Diesis 初出走

２００４．２．７生 牡３鹿 母 Balancoire 母母 Royal Ballerina １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



０１０５２ １月１４日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９京都１）第５日 第４競走 ��２，９３０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１６．４良・良

４５ オトコノユウジョウ 牡９鹿 ６０ 浜野谷憲尚�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 ５０６－ ２３：１６．１レコード ３．５�

５８ スズカウエスト 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ ３．０�
６１０ タマモゴーアップ 牡７栗 ６０ 南井 大志タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ５１０＋ ４３：１６．２� １２０．９�
８１３� ダイタクアルビン 牡７黒鹿６０ 西谷 誠小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ ４．７�
１１ � ソニックオー 牡４鹿 ５９ 沢 昭典重松 國建氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 ４６４＋ ２３：１８．９大差 １２９．８�
４６ � トップアーチ 牡４鹿 ５９ 植野 貴也�コオロ 古川 平 浦河 カナイシスタッド ５０２－ ８３：１９．０クビ ３５．０	
３３ ユ ウ ゼ ニ ス 牡６鹿 ６０ 仲田 雅興�アイテツ 鮫島 一歩 門別 長田ファーム ４６４－ ２３：１９．２１� １７．５

７１２� ダイタクソニック 牡８鹿 ６０ 田中 剛小林 昌志氏 嶋田 潤 平取 雅 牧場 ４８８± ０３：１９．４１� １９．２�
２２ � スリープレアデス 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６８＋１０３：２０．４６ ４１．４�
６９ ヒカリダイキャスト 牡４鹿 ５９ 小坂 忠士當山 則氏 松永 昌博 門別 中川牧場 ４８６＋ ２３：２１．９９ ２２．８�
７１１� ナムラガリレオ 牡４青鹿５９ 熊沢 重文奈村 信重氏 武 宏平 門別 いとう牧場 ４９４＋ ８３：２２．９６ ４７．６�
８１４ カオリリニア 牡５鹿 ６０ 柴田 未崎川畑 司氏 伊藤 伸一 青森 大須賀牧場 ５００＋ ６ 〃 アタマ ６３．４�
５７ 	 ポジションワン 牡７栗 ６０ 今村 康成大八木信行氏 太宰 義人 米

Needham/Betz,
Hess, Elia &
Werner

５１４＋ ８ （競走中止） ６．５�
３４ マダムウイナー 牝４鹿 ５７ 林 満明角田 哲男氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４３６－ ４ （競走中止） ５７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，１２９，０００円 複勝： １４，９３０，９００円 枠連： ２６，３１５，３００円

普通馬連： ６７，８８８，９００円 馬単： ７０，２９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１２５，２００円

３連複： １１８，６４３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３３５，３２９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２，０００円 枠 連（４－５） ３６０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ６，８７０円 �� ４，２１０円

３ 連 複 ��� ２２，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７１２９０ 的中 � ３８８６７（２番人気）
複勝票数 計 １４９３０９ 的中 � ２６８２１（２番人気）� ３７２２４（１番人気）� １２０７（１３番人気）
枠連票数 計 ２６３１５３ 的中 （４－５） ５４３２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７８８８９ 的中 �� ８４３１０（１番人気）
馬単票数 計 ７０２９７５ 的中 �� ４０３５９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１２５２ 的中 �� ２１８４０（１番人気）�� ６４４（５８番人気）�� １０５９（４６番人気）
３連複票数 計１１８６４３０ 的中 ��� ３９５６（５６番人気）

上り １マイル １：４７．８ ４F ５３．１－３F ３９．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オトコノユウジョウ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００１．２．２５ 中山４着

１９９８．４．２６生 牡９鹿 母 アスターナノース 母母 ジヨーアスターナ 障害：２戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔競走中止〕 マダムウイナー号は，１号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ポジションワン号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アウトオブサイト号・アサカハルナー号・アラタマハーバー号・ウォータートリトン号・エイシンフタイテン号・

エニフ号・エリモマキシム号・オーバーシーズ号・ゴージャスディナー号・ジャイアンツエール号・
スーパーアンカー号・セフティーマッハ号・ダイワラファエル号・ターボフラッシュ号・テイエムツバサオー号・
テイエムファンキー号・ディクタトル号・トータチス号・トーワスラッガー号・ナムラルパン号・
ニシノユメヲミセテ号・ハリーコマンド号・プロンタテヤマ号・ポートエレガント号・ホーマンラフィット号・
メジロドルフィン号・ラガールージュ号



０１０５３ １月１４日 曇 良 （１９京都１）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

８１４� ザ レ マ 牝３栗 ５４ 四位 洋文吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２４－ ２２：０３．９ ２．５�

１１ � フミノパッション 牡３青鹿５６ 角田 晃一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 昭和牧場 ４８８＋ ４２：０４．８５ １３５．６�
３４ ゼンノアコンカグア 牡３鹿 ５６ 幸 英明大迫久美子氏 谷 潔 様似 中脇 一幸 ４６２＋ ８ 〃 クビ １６４．６�
２３ ゼンノモナルカ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４７２＋ ４２：０４．９クビ ７．１�
８１５�� ハギノアスラン 牡３鹿

５６
５５ ☆鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４６４－１０ 〃 クビ ３．８�

２２ �� マンハッタンスカイ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５１０＋ ６ 〃 アタマ ４．５�

７１２� エリスシチー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４２－ ４２：０５．２２ １４．１	
６１１� ス ラ ー ジ 牡３鹿 ５６ 橋本 美純田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５０８－１２２：０５．４１� ３０９．７

５９ マルブツチーフ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大大澤 毅氏 河内 洋 浦河 高野牧場 ４５８＋ ６２：０５．５クビ ４７．５�
６１０�� コアレスファルコン 牡３鹿 ５６ 須貝 尚介小林 昌志氏 須貝 彦三 門別 細川牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ ５１．３�
７１３� タガノファントム 牡３栗 ５６ 小牧 太八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５２＋ ４２：０５．８２ １５．６
４６ セイヴィクトリー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦金田 成基氏 沖 芳夫 三石 三石川上牧場 ４８６－ ２２：０６．１１	 ３８６．０�
４７ � シャイニーハンター 牡３黒鹿５６ 上村 洋行小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５４０－１０２：０６．６３ ８３．２�
３５ � クィーンチェリー 牝３栗 ５４ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４６６－ ６２：０６．７	 １４９．５�
５８ �� スタニングサクセス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲北村 友一 �ノースヒルズマネ
ジメント 谷 潔 三石 土田 扶美子 ４７０－ ４２：０６．８
 １６９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，８３２，０００円 複勝： ２９，２２３，７００円 枠連： ３３，９９７，７００円

普通馬連： ９６，６４３，１００円 馬単： １０２，３７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７１１，４００円

３連複： １４３，８６１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５９，６４９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ２，０５０円 � ２，５００円 枠 連（１－８） ６，４７０円

普通馬連 �� １２，７２０円 馬 単 �� １７，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６７０円 �� ４，１５０円 �� ３１，０５０円

３ 連 複 ��� １８９，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８３２０ 的中 � ８１０５８（１番人気）
複勝票数 計 ２９２２３７ 的中 � ８２２４３（１番人気）� ２８０６（１０番人気）� ２２８７（１１番人気）
枠連票数 計 ３３９９７７ 的中 （１－８） ３８８３（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９６６４３１ 的中 �� ５６０８（２５番人気）
馬単票数 計１０２３７９９ 的中 �� ４２８１（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７１１４ 的中 �� １９４１（２６番人気）�� １７１１（２９番人気）�� ２２５（８４番人気）
３連複票数 計１４３８６１９ 的中 ��� ５５９（１７７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．４―１３．３―１２．９―１２．８―１１．９―１１．９―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．２―３７．６―５０．９―１：０３．８―１：１６．６―１：２８．５―１：４０．４―１：５１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ザ レ マ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Zafonic デビュー ２００６．１１．２６ 京都６着

２００４．３．２１生 牝３栗 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ハギノアスラン号の騎手鮫島良太は，１コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 マルイチキセキ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 イーガデザイア号・エーシンレーサーズ号・スリーキャット号・テイエムフッカツ号・ハードシーキング号・

フットワーク号



０１０５４ １月１４日 曇 良 （１９京都１）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１６ ブレーヴハート 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１０－ ４１：５４．２ ２．０�

１２ � カオリエスペランサ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 B５５０＋ ２ 〃 ハナ ８４．２�
３５ バンブーワールド 牡４鹿 ５６ 小牧 太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５２２－１２１：５４．４１� ６．１�
６１２�� ツルマルローレル 牡５鹿 ５７ 松田 大作鶴田 任男氏 古川 平 浦河 �桁牧場 ４９０＋ ２１：５４．５クビ ７１．６�
５９ ダイシンハーバー 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠大八木信行氏 松田 博資 静内 矢野牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ ８．８	
６１１ アーリーオータム 牝５鹿 ５５ 須貝 尚介廣村 茂一氏 須貝 彦三 静内 フジワラフアーム ４５８＋１４１：５４．８１� １５７．４

４７ サンエムトラスト 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介村上 稔氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５２８＋１８１：５４．９� ２０９．８�
７１４ ペガサスファイト 牡５鹿 ５７ 和田 竜二�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１４＋ ２１：５５．０� ２６．８�
３６ � メイショウアンドレ 牡４栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５５２＋ ６１：５５．１� ３０．５
４８ � シゲルカイコシ 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 大根田裕之 青森 野々宮牧場 ４７４＋ ６１：５５．２クビ ２４３．６�
８１５�� コスモアブソルート 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９８＋ ８１：５５．３� ３．４�
２３ �	 イシヤクガルチ 牡７鹿 ５７ 本田 優瀬渡 良三氏 田所 秀孝 浦河 岡本牧場 ５０２＋ ４１：５５．４� ５８．８�
１１ � ノーヴァーチャル 牡５黒鹿５７ 長谷川浩大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ４６．９�
２４ ソリッドシチー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲田中 克典 �友駿ホースクラブ 田所 清広 門別 下河辺牧場 ４９６－ ４１：５５．６１
 １０５．０�
５１０� ダンツタイタン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一山元 哲二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ５０８＋１２１：５６．４５ １７６．４�
７１３�	 シ ャ リ バ ン 牡４黒鹿５６ 川島 信二林 順子氏 安藤 正敏 新冠 協和牧場 ４６０＋ ６１：５７．９９ ４９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８８，４００円 複勝： ３０，９０９，０００円 枠連： ３６，２８３，６００円

普通馬連： １０１，６２５，６００円 馬単： １１５，３８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３２４，８００円

３連複： １５９，６７２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５０５，５８６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １，１００円 � １８０円 枠 連（１－８） １，３００円

普通馬連 �� ６，２９０円 馬 単 �� ７，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３５０円 �� ３１０円 �� ４，８５０円

３ 連 複 ��� １２，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９３８８４ 的中 � １２１８６０（１番人気）
複勝票数 計 ３０９０９０ 的中 � １１２６９７（１番人気）� ４１７１（１１番人気）� ４０１１６（３番人気）
枠連票数 計 ３６２８３６ 的中 （１－８） ２０５９８（６番人気）
普通馬連票数 計１０１６２５６ 的中 �� １１９３４（１４番人気）
馬単票数 計１１５３８２１ 的中 �� １０９４８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３２４８ 的中 �� ３１２６（２６番人気）�� ３０５３４（２番人気）�� １４８４（４１番人気）
３連複票数 計１５９６７２６ 的中 ��� ９５７８（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．５―５０．８―１：０３．９―１：１６．３―１：２８．７―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴハート �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Garde Royale デビュー ２００４．１１．２７ 東京１着

２００２．５．２生 牡５黒鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja １５戦３勝 賞金 ５１，７６４，０００円
〔制裁〕 バンブーワールド号の騎手小牧太は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００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 シゲルサキモノガイ号・メイショウチョイス号



０１０５５ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第７競走 ��
��１，４００�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 ７，４００，０００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１４� ナリタバクシン 牡５鹿 ５７
５６ ☆鮫島 良太�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ５０４－１０１：２５．０ ５．０�

１２ � テンザンモビール 牡４黒鹿５６ 川田 将雅平野 三郎氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４８０＋ ６１：２５．４２	 ２１．６�
８１５ ホッコーランチャー 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５３６＋１０１：２５．５
 １９．７�
６１１ ハギノフェリックス 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介安岡美津子氏 平田 修 浦河 村下 明博 ４８４＋１２１：２５．６
 ３３．０�
６１２� ビッグポパイ 牡４青鹿５６ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B４９２－１０１：２５．７クビ ３．３�
１１ グリューエント 牡４栗 ５６ 和田 竜二 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ４ 〃 ハナ ４．７	
２４ メイショウダンディ 牡４鹿 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４４＋ ４１：２６．０２ １２．８

３５ ニホンピロファイブ 牡４栗 ５６ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４８２＋ ６１：２６．３１
 １５．６�
５１０� カイパーベルト 牡５鹿 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４６８＋ ６１：２６．４クビ ６２．９�
３６ �� アンティックタイル 牝５黒鹿５５ 本田 優吉田 哲哉氏 小笠 倫弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. B５１４＋ ２１：２６．５
 １７２．２
２３ � ヘラクレスバイオ 牡４鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅バイオ� 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５５０＋ ８１：２６．８１
 ９．４�
５９ � グランドミッション 牡４鹿 ５６ 四位 洋文サウスニア� 角居 勝彦 米 John Franks ５０８＋１０１：２７．７５ ３４．９�
７１３� アンクルストロング 牡４鹿 ５６ 小坂 忠士塚本 能交氏 田島 良保 米 Dinwiddie

Farm ５１０＋ ４１：２７．８	 ８７．２�
８１６� ワンダークラフティ 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大山本 信行氏 湯浅 三郎 米 Takao Zako ５１４－ ２１：２７．９クビ ３６．３�
４８ � ラ ブ ゲ ー ム 牡５鹿 ５７ 菊地 昇吾加藤 厚子氏 福島 勝 門別 藤本ファーム ４６０－１０１：２８．０	 ４９１．６�
４７ � エイシンサットン 牡４栗 ５６ 福永 祐一平井 豊光氏 藤岡 健一 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

４９６－ ２１：２８．４２	 １３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６９８，８００円 複勝： ３０，２０１，４００円 枠連： ３６，４６１，２００円

普通馬連： １３５，０９４，２００円 馬単： １０９，６２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４８０，６００円

３連複： １８８，４１４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５６１，９７４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２５０円 � ５４０円 � ５６０円 枠 連（１－７） １，３９０円

普通馬連 �� ７，６６０円 馬 単 �� １５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０６０円 �� ２，２８０円 �� ４，８００円

３ 連 複 ��� ３４，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６９８８ 的中 � ４２８６９（３番人気）
複勝票数 計 ３０２０１４ 的中 � ３７４９５（３番人気）� １３７６３（８番人気）� １３１５４（９番人気）
枠連票数 計 ３６４６１２ 的中 （１－７） １９４３９（５番人気）
普通馬連票数 計１３５０９４２ 的中 �� １３０１７（３２番人気）
馬単票数 計１０９６２３５ 的中 �� ５１７２（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４８０６ 的中 �� ２８５４（４１番人気）�� ３８７３（３０番人気）�� １８０４（５８番人気）
３連複票数 計１８８４１４５ 的中 ��� ４０１６（１２３番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．７―１１．５―１２．１―１２．７―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．７―２２．４―３３．９―４６．０―５８．７―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナリタバクシン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Rubiton デビュー ２００５．５．２９ 中京８着

２００２．３．２０生 牡５鹿 母 ルビディアム 母母 Gulet ６戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 アンティックタイル号は，平成１９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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 テイエムオーディン号・フォレストジャガー号・マーベラスパレード号・ワンダープロ号
（非抽選馬） ３頭 シエロアスール号・シンボリコジーン号・プルーヴドメリト号



０１０５６ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

５１０� サンワードラン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Silverleaf
Farms, Inc. ５０４＋１４１：５２．３ ６．９�

７１４ ゼンノコーラル 牡６鹿 ５７ 福永 祐一大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４８６＋ ４１：５２．６２ ２．４�
４７ � エイシンボストン 牡５栗 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 瀬戸口 勉 米 Audley Farm ４９０± ０１：５２．７� ８．５�
８１５	 キクノハヤテ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己菊池 五郎氏 目野 哲也 三石 三石川上牧場 ５０４＋ ２１：５２．８クビ ８．４�
７１３ ピ オ ー ネ 牡７鹿 ５７ 藤岡 佑介名古屋友豊� 作田 誠二 新冠 早田牧場新

冠支場 ５４２－ ４ 〃 ハナ １０．２�
８１６ マルブツブラボー 牡６青鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４１４－１４１：５３．１１� ５２．９�
１１ 
 マコトスペリオル 牡５鹿 ５７ 和田 竜二眞壁 明氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：５３．３１� ４．４	
４８ ルポルタージュ �９鹿 ５７ 渡辺 薫彦 
ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４± ０１：５３．４ １０９．６�
２４ 	 アグネスクラウン 牡７芦 ５７ 四位 洋文渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：５３．６１� ４９．８�
３６ 	 オーゴンコウテイ 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥冨沢 敦子氏 崎山 博樹 静内 高橋 誠次 ４８６＋ ４１：５３．９２ １５７．４
６１２ バンブーフィーゴ 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔
バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ５９．２�
２３ 	 キクノエンブレム 牡６鹿 ５７ 角田 晃一菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 鮫川 啓一 ４８０＋ ４１：５４．０ ２１４．２�
１２ マイネシュリンクス 牝４黒鹿５４ 秋山真一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ４１：５４．１ １６９．０�
３５ 
� イ セ ノ イ チ 牡９黒鹿５７ 上村 洋行大橋 堯格氏 大橋 勇樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ５０８＋ ８１：５４．３� ２４．２�
６１１� ダブルキング 牡６鹿 ５７

５４ ▲北村 友一脇山 良之氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４５４＋１０１：５４．４ ７２．１�

（１５頭）
５９ マダムチェロキー 牝６鹿 ５５

５４ ☆鮫島 良太
市川ファーム 宮 徹 浦河 山下 恭茂 ４５４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３０，０５６，６００円 複勝： ３９，６７７，７００円 枠連： ４０，７８４，８００円

普通馬連： １４７，１４４，４００円 馬単： １２８，９８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７２６，２００円

３連複： ２０１，２２２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６２７，６００，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２６０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（５－７） １，０４０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，１１０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ４，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３００５６６（返還計 ２６０８） 的中 � ３４７８８（３番人気）
複勝票数 差引計 ３９６７７７（返還計 ５３３８） 的中 � ３２２９５（６番人気）� １１２３４２（１番人気）� ３４６９６（４番人気）
枠連票数 差引計 ４０７８４８（返還計 １３１２） 的中 （５－７） ２９００４（４番人気）
普通馬連票数 差引計１４７１４４４（返還計 ４９６５３） 的中 �� ７４８１４（５番人気）
馬単票数 差引計１２８９８８６（返還計 ３９０９３） 的中 �� ２７０３８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３９７２６２（返還計 １７９９８） 的中 �� １６８４０（５番人気）�� ８４５３（１３番人気）�� １８６３２（４番人気）
３連複票数 差引計２０１２２２６（返還計１３０２６６） 的中 ��� ３１７１８（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１３．１―１２．８―１２．９―１２．２―１２．０―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３７．３―５０．１―１：０３．０―１：１５．２―１：２７．２―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サンワードラン �
�
父 Real Quiet �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．１．２２ 京都１着

２００２．３．１５生 牡５鹿 母 Pretty Run 母母 Moneda １５戦４勝 賞金 ４８，８０６，０００円
〔競走除外〕 マダムチェロキー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻２分遅延。
※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 エイシンニュートン号・ヤマニンコーリング号



０１０５７ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

こうばい

紅梅ステークス
発走１４時３５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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

２４ � ローブデコルテ 牝３芦 ５４ 安藤 勝己前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry
D. Williams ４５６± ０１：２２．５ ２．３�

１１ � バクシンヒロイン 牝３栗 ５４ 本田 優岸田 勝宏氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４１６± ０１：２２．６	 ２５．１�
３６ � ニシノマナムスメ 牝３青鹿５４ 長谷川浩大西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ２．６�
２３ �
 ノボスイーツ 牝３芦 ５４ 川田 将雅�LS.M 阿部 新生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０８－ ２１：２２．７クビ ９１．４�
３５ � スマートカスタム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：２２．８� １６．７�
６１１ アシュレイリバー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：２２．９クビ ９０．３	
７１３� バンビーナピノ 牝３青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ １３２．８

５１０ エミネンツァベルタ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎平井 卓也氏 瀬戸口 勉 浦河 中島牧場 ４５８± ０１：２３．０� ４７．９�
５９ ネヴァテルミー 牝３栗 ５４ 石橋 守�ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４３８± ０ 〃 アタマ ９６．３�
７１４�
 テイエムオペレッタ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠竹園 正繼氏 五十嵐忠男 門別 長谷川牧場 ４６０± ０１：２３．１クビ ６．９
４７ � スイングロウ 牝３青 ５４ 藤岡 佑介加藤 徹氏 福島 勝 静内 高橋 修 ４２２－ ２ 〃 クビ ４７．３�
１２ � アンソロジー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ６１：２３．２	 ３６．３�
４８ シャトルタテヤマ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４４８－１０１：２３．６２	 １５．２�
６１２ トーワスキャット 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４２０± ０１：２３．７クビ ２４１．３�
８１６
 タニノハイクレア 牝３鹿 ５４ 幸 英明谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４３６－ ４１：２４．０１� ２６３．２�
８１５� ニシノヴァネッサ 牝３芦 ５４ 川島 信二西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４６４＋ ２１：２４．１	 ２８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，８３８，０００円 複勝： ６５，５２６，７００円 枠連： ５１，４２３，５００円

普通馬連： ２５９，２５９，７００円 馬単： １８６，３１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，５３３，５００円

３連複： ２４２，２０７，３００円 ３連単： ６３０，７２０，４００円 計： １，５５３，８２１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � １３０円 枠 連（１－２） １，４２０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １６０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� １１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５１８３８０ 的中 � １７９９０３（１番人気）
複勝票数 計 ６５５２６７ 的中 � ２０２４０２（１番人気）� ３０２９５（６番人気）� １５２３６２（２番人気）
枠連票数 計 ５１４２３５ 的中 （１－２） ２６８８５（６番人気）
普通馬連票数 計２５９２５９７ 的中 �� ９５２４５（６番人気）
馬単票数 計１８６３１２３ 的中 �� ５０４９９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６５３３５ 的中 �� ２７８３６（４番人気）�� １４９０９０（１番人気）�� １３３２４（１１番人気）
３連複票数 計２４２２０７３ 的中 ��� １０２７３２（４番人気）
３連単票数 計６３０７２０４ 的中 ��� ４０６５４（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．５―４６．２―５７．９―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．３
３ １０，１６（２，８，１４）（３，１１）１２（４，９，１５）１３（５，６）（１，７） ４ １０，１６，１４（２，８）（３，１１）（４，９，１２）（５，１，１３，１５）（７，６）

勝馬の
紹 介

�ローブデコルテ �
�
父 Cozzene �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．７．２３ 函館１着

２００４．４．２８生 牝３芦 母 Color of Gold 母母 Sulemeif ５戦２勝 賞金 ４４，６３８，０００円
〔制裁〕 ローブデコルテ号の騎手安藤勝己は，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７０，０００円。
※ネヴァテルミー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０５８ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．１．１４以降１９．１．８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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２３ スナークファルコン 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 中脇 満 ４６４－ ４１：５２．４ １５．８�

５９ �� キクノアロー 牡４栃栗５６ 安藤 勝己菊池 五郎氏 目野 哲也 浦河 惣田 英幸 ５３６＋１０１：５２．６１ ３．５�
３５ � タイキヴァンベール 牡７芦 ５７．５ 四位 洋文�大樹ファーム 田中 清隆 米 Taiki Farm ４７２－ ６１：５２．８１	 ８．８�
７１４ サ ヨ ウ ナ ラ 牝６栗 ５１ 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４８２＋１４１：５２．９
 １３６．０�
３６ � マルブツリード 牡４栗 ５５ 長谷川浩大大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ８．２�
１２ トラストジュゲム 牡５鹿 ５７．５ 池添 謙一菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５０８± ０１：５３．０クビ ４．３�
４８ � イ ブ ロ ン 牡５鹿 ５７．５ 岩田 康誠栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd ５００－ ２ 〃 クビ ５．４	
４７ サワノブレイブ 牡６栗 ５７．５ 福永 祐一澤田 
子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４９４＋ ８１：５３．２１ ２６．７�
６１１�� タガノシャンハイ 牡５栗 ５５ 藤岡 佑介八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２２± ０１：５３．５１
 ３９．０�
７１３ ビッグジェム 牡６黒鹿５５ 小牧 太沼川 一彦氏 瀬戸口 勉 浦河 杵臼牧場 ５０２＋ ４１：５４．０３ ８７．３
８１６ ウルフボーイ 牡５鹿 ５５ 幸 英明�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ２４．８�
５１０� スターマーケット 牡６栗 ５４ 赤木高太郎金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６± ０１：５４．１
 ７７．９�
８１５� ホエールシャーク 牝５黒鹿５３ 生野 賢一西浦 和男氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ４４４＋１８ 〃 ハナ ５１．７�
６１２ マーブルバルダー 牡７芦 ５４ 熊沢 重文下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４７６＋ ６１：５４．６３ ３７．１�
２４ � グランパティシエ �６黒鹿５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０２＋１０１：５４．８１ ８７．３
１１ マジックアワー 牡４青鹿５５ 上村 洋行前田 幸治氏 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ６ 〃 ハナ １４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，４９１，８００円 複勝： ７２，１６４，８００円 枠連： ７２，５７８，８００円

普通馬連： ３３５，２９１，５００円 馬単： ２０３，９３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，４４３，８００円

３連複： ３１２，８９４，７００円 ３連単： ６８８，３８０，０００円 計： １，８０９，１８１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４２０円 � １９０円 � ２７０円 枠 連（２－５） １，９７０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ６，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，８３０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 ��� ４８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４８４９１８ 的中 � ２４３１１（７番人気）
複勝票数 計 ７２１６４８ 的中 � ３９３１２（７番人気）� １２４５１４（２番人気）� ６９１１０（５番人気）
枠連票数 計 ７２５７８８ 的中 （２－５） ２７２５３（７番人気）
普通馬連票数 計３３５２９１５ 的中 �� １０４９６５（１０番人気）
馬単票数 計２０３９３５７ 的中 �� ２４４７１（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５４４３８ 的中 �� ２０７５４（１０番人気）�� ９７２１（２２番人気）�� ３２７１６（５番人気）
３連複票数 計３１２８９４７ 的中 ��� ３９３４９（１７番人気）
３連単票数 計６８８３８００ 的中 ��� １０５２５（１４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．０―３７．５―５０．９―１：０３．５―１：１５．８―１：２７．７―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スナークファルコン �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 Miswaki デビュー ２００４．１２．１２ 阪神１４着

２００２．５．８生 牡５鹿 母 オールウェイズグッドサンクス 母母 Redeemer ２３戦５勝 賞金 ８２，７８７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アグネスネクタル号・ヴァンデグローブ号・ウインレガート号・グランプリスター号・ケイパブルバイオ号・

ケージーダンシング号・ジュレップ号・スカーレットベル号・スマートストリーム号・ナリタプレリュード号・
パラダイスリヴァー号・ブリッコーネ号・メイショウシャフト号・メイショウスイセイ号・メイショウホウオウ号・
メガトレンド号・リュウヨウ号・ワキノエクセル号



０１０５９ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第１１競走 ��
��２，４００�第５４回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，１８．１．１４以降１９．１．８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日本経済新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ９１０，０００円 ２６０，０００円 １３０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３３ トウカイワイルド 牡５黒鹿５４ 安藤 勝己内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４９８＋ ６２：２７．４ ８．２�

６８ トウカイエリート 牡７黒鹿５４ 赤木高太郎内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ５００＋１２２：２７．５クビ ７．１�
５５ � ダークメッセージ 牡４栃栗５０ 酒井 学 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 アタマ ５９．２�
７１０ メイショウオウテ 牡５鹿 ５５ 岩田 康誠松本 好雄氏 伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ ３．８�
８１２� マキハタサイボーグ �５鹿 ５２ 秋山真一郎�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０２－ ２２：２７．７１� ２５．８�
７９ � アドマイヤフジ 牡５黒鹿５７．５ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３２＋ ４２：２７．８	 ２．３�
５６ 
 ジャッキーテースト 牝６黒鹿５０ 川島 信二 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４２６± ０２：２７．９� ４９．９	
１１ オースミグラスワン 牡５栗 ５６．５ 四位 洋文
オースミ 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ５４０± ０２：２８．１１ ５．９�
２２ ウインレガート 牡８鹿 ５１ 川田 将雅
ウイン 宗像 義忠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５２２－１０ 〃 クビ １４３．３�
６７ ワイアットアープ 牡７鹿 ４９ 畑端 省吾大迫久美子氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４２：２９．２７ １６８．３
４４ � サイレントディール 牡７栗 ５６ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス
 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２４－ ４ 〃 ハナ ３９．２�
８１１� ダンツジャッジ 牡８黒鹿５５ 熊沢 重文山元 哲二氏 山内 研二 門別 野島牧場 ５０６＋ ６２：２９．８３	 １３７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２８，２３６，９００円 複勝： １５７，３９２，９００円 枠連： １４６，２０２，３００円

普通馬連： ８９１，００８，７００円 馬単： ６０５，３５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８３，６８９，３００円

３連複： ７６５，０３５，４００円 ３連単： ２，１９９，１００，８００円 計： ５，０７６，０１８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２３０円 � ２２０円 � ９１０円 枠 連（３－６） １，７５０円

普通馬連 �� １，５２０円 馬 単 �� ３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２，９９０円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� １３，６５０円 ３ 連 単 ��� ７５，７２０円

票 数

単勝票数 計１２８２３６９ 的中 � １２３６８７（５番人気）
複勝票数 計１５７３９２９ 的中 � ２０４８３５（５番人気）� ２１０３６７（３番人気）� ３６３９６（９番人気）
枠連票数 計１４６２０２３ 的中 （３－６） ６１８０３（７番人気）
普通馬連票数 計８９１００８７ 的中 �� ４３３０２０（８番人気）
馬単票数 計６０５３５１８ 的中 �� １１８２６７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８３６８９３ 的中 �� ８９７６６（８番人気）�� １４５０６（２８番人気）�� １５９０８（２６番人気）
３連複票数 計７６５０３５４ 的中 ��� ４１３８８（３９番人気）
３連単票数 計２１９９１００８ 的中 ��� ２１４３４（１７８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．０―１３．０―１２．８―１３．０―１３．８―１２．８―１１．７―１１．７―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．７―３４．７―４７．７―１：００．５―１：１３．５―１：２７．３―１：４０．１―１：５１．８―２：０３．５―２：１５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイワイルド �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．６．４ 中京２着

２００２．６．３生 牡５黒鹿 母 ボブズディレンマ 母母 Hay Patcher １３戦５勝 賞金 １２７，９２４，０００円
※ウインレガート号・ジャッキーテースト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０６０ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４７ ジョウノオーロラ 牝６黒鹿５５ 福永 祐一小川 義勝氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４５８＋ ８１：２１．９ ４．２�

７１３� ダンスフォーウィン 牡４青鹿５６ 岩田 康誠杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８４＋ ２１：２２．２２ ２．６�
６１２� オーヴェール 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Tigerland Ltd ５４４－ ２１：２２．３	 １１．４�
２４ 
 スマートカイザー 牡７鹿 ５７ 上村 洋行大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：２２．４� ２２．４�
１１ �� ダイイチミラクル ７芦 ５７ 川田 将雅�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８０－１４１：２２．５� ２５．０�
２３ 
 プリンセスルシータ 牝５栗 ５５

５４ ☆鮫島 良太吉田 照哉氏 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム ４５２＋ ４１：２２．７１� ９．２�

８１６� シルクドラグーン 牡４鹿 ５６ 武 英智有限会社シルク山内 研二 三石 山際牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ７．０	
３６ �
 プレシャスワン ６鹿 ５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８１：２２．８クビ ３４．６

６１１� ライトニングボール ５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 作田 誠二 早来（有）ノーザンレーシング ４５８＋ ８ 〃 クビ ２５．５�
４８ サージェナイト 牡８鹿 ５７ 田中 剛柴原 壽光氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ２１：２３．１１	 ２７７．８�
３５ タケデンノキボー 牡６鹿 ５７ 幸 英明武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ １５．５
１２ シセイヒカリ 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎猪苗代 勇氏 北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９６＋１２１：２３．２クビ ５０．９�
７１４ フミノサチヒメ 牝４栗 ５４ 本田 優谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４３６＋ ６１：２３．５１	 ４８．６�
５１０� ウインレックス ６鹿 ５７ 池添 謙一�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４６４＋ ６１：２３．８２ ４６．３�
５９ メイショウラシャ 牡７鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 日田牧場 ５１０＋１０１：２４．０１� ３０６．６�
８１５�� ブライティアアイ 牝５鹿 ５５ 須貝 尚介小林 昌志氏 須貝 彦三 米 Masashi

Kobayashi ４７８＋ ４１：２４．３１	 １９４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６４，６１０，４００円 複勝： ７７，４１０，２００円 枠連： ８８，７８５，８００円

普通馬連： ３７０，２５５，７００円 馬単： ２３９，８１０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，６３１，０００円

３連複： ３３１，４７２，９００円 ３連単： ７７８，９５７，８００円 計： ２，０３９，９３４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（４－７） ５９０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ６７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ８，４８０円

票 数

単勝票数 計 ６４６１０４ 的中 � １２３０９５（２番人気）
複勝票数 計 ７７４１０２ 的中 � １４５０８２（２番人気）� １７６８１５（１番人気）� ５７３６０（５番人気）
枠連票数 計 ８８７８５８ 的中 （４－７） １１１７１２（１番人気）
普通馬連票数 計３７０２５５７ 的中 �� ４３５７１１（１番人気）
馬単票数 計２３９８１０７ 的中 �� １２５９６６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８６３１０ 的中 �� １０２４８２（１番人気）�� ２９７２３（７番人気）�� ３５７８８（５番人気）
３連複票数 計３３１４７２９ 的中 ��� １３２７６７（２番人気）
３連単票数 計７７８９５７８ 的中 ��� ６７８５９（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．４―４６．８―５８．１―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．１
３ ・（１５，１０，９）３（４，１２，１６）（２，８）（７，１１，１４）（１，６，１３）５ ４ １５，１０（３，４，９）（２，８，１２，１６）（７，１１，１４）（１，６，１３）５

勝馬の
紹 介

ジョウノオーロラ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．１２．２８ 阪神４着

２００１．５．１０生 牝６黒鹿 母 ミヤビサクラコ 母母 ダイナフリーウエイ ２７戦４勝 賞金 ７０，５１７，０００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 クードゥシャンス号・コスモラヴアゲイン号・シャイニングアレキ号・ホウライウォニング号・メイプルロード号・

レッドビームシチー号



（１９京都１）第５日 １月１４日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

３１１，３１０，０００円
１４，７７０，０００円
６００，０００円
２，３７０，０００円
３４，５６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，３７２，０００円
５，５５８，８００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
４８８，７９７，３００円
５８０，２２９，６００円
５９８，３４７，５００円
２，６３０，５３５，８００円
２，０００，４９８，０００円
６３７，１４２，８００円
２，８００，９５２，０００円
４，２９７，１５９，０００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 １４，０３３，６６２，０００円

総入場人員 ２９，０９４名 （有料入場人員 ２８，４５８名）




