
０４０６１ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

２２ キクカラヴリイ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４３６－ ８１：５６．７ ３２．４�

３５ � パーシピエント 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �社台レースホース浅見 秀一 追分 追分ファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ８．０�
６１１ インプレスゴールド 牝３栗 ５４ 長谷川浩大下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３４－ ２１：５６．８クビ ２０．７�
８１４�� マーブルダンサー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ４．３�
３４ マイネルキナ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモビューファーム ４５８＋ ２１：５７．０１ ４．８�
６１０� レパティヌール 牝３芦 ５４ 東川 公則�ミルファーム 保田 一隆 三石 中橋 正 ４４４－ ４１：５８．０６ １４．０	

（笠松）

２３ � ビクトリーブランコ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介永田 清男氏 服部 利之 三石 筒井 征文 ４６６－ ６１：５８．１� ８．２

５９ � クリノラプソディー 牝３鹿 ５４ 柴原 央明栗本 博晴氏 田中 章博 門別 沖田牧場 ５０６－１４１：５８．２クビ ５０．５�
７１２� ヨドノシルフィード 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔太田 博造氏 鶴留 明雄 新冠 松浦牧場 ３９２－ ８１：５９．１５ ３３０．７�
７１３� リバーストーン 牝３黒鹿５４ 本田 優瀬渡 良三氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４２８＋ ４１：５９．３� ９３．４
４７ � メジロアルキオネ 牝３黒鹿５４ 川原 正一�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４２６＋ ２１：５９．６２ ９５．１�

（兵庫）

４６ � タイニーダンサー 牝３鹿 ５４ 石橋 守田口 廣氏 安藤 正敏 早来 田口 廣 ４０６－ ２ 〃 ハナ １５．３�
１１ � フィールドシスター 牝３鹿 ５４ 武 豊地田 勝三氏 藤岡 範士 浦河 ひるかわ育

成牧場 ５００± ０１：５９．８１� ３．６�
８１５ ドリームラヴァー 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己 �ノースヒルズマネ

ジメント 西橋 豊治 三石 土居 忠吉 ４４０＋ ２２：００．２２� ６７．１�
５８ ファルーシュ 牝３芦 ５４ 秋山真一郎下河�行雄氏 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５０２－ ４２：０１．７９ ６１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，９５３，８００円 複勝： ２１，１０９，１００円 枠連： ２３，７５８，１００円

普通馬連： ６４，７５２，１００円 馬単： ５６，８６７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８００，７００円

３連複： ９４，０５５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２９７，２９６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３，２４０円 複 勝 � ７８０円 � ２９０円 � ４９０円 枠 連（２－３） １，２９０円

普通馬連 �� １４，２１０円 馬 単 �� ３５，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３００円 �� ６，５９０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� ７１，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９５３８ 的中 � ４１３２（９番人気）
複勝票数 計 ２１１０９１ 的中 � ６５００（９番人気）� ２１８２７（５番人気）� １１０７２（８番人気）
枠連票数 計 ２３７５８１ 的中 （２－３） １３６４１（５番人気）
普通馬連票数 計 ６４７５２１ 的中 �� ３３６５（３７番人気）
馬単票数 計 ５６８６７７ 的中 �� １１７８（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８００７ 的中 �� １１２９（３９番人気）�� ７３３（５６番人気）�� ２２７９（２５番人気）
３連複票数 計 ９４０５５２ 的中 ��� ９６６（１６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．５―４９．９―１：０３．５―１：１６．８―１：３０．１―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F３９．９
１
３

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

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

キクカラヴリイ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．１２．１７ 阪神７着

２００４．３．１５生 牝３鹿 母 キクカグローバル 母母 キクカローバート ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ヨドノシルフィード号は，平成１９年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ブライティアクロス号（疾病〔感冒〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０６２ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３５ � ウォーターポピンズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 米 Barnett
Enterprises ４４０＋ ４１：１２．９ １１．５�

４８ � トウショウブリッツ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６２± ０１：１３．０� ９．８�

８１６ バトルスクワート 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 えりも 能登 浩 ４７０－ ６１：１３．２１	 ５．９�
７１４� アンジェラスキッス 牝３栗 ５４ 武 豊 �フジワラ・ファーム 山内 研二 米 Payson

Stud Inc ４２８－ ８１：１３．５２ ８．４�
５１０� ヒシインペリアル 牡３鹿 ５６ 石橋 守阿部雅一郎氏 河内 洋 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４９６＋１２１：１４．０３ ４４．１�
６１２� ヴィヴァコウベ 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４５２＋ ２１：１４．３２ ３９．０	
３６ � オレニツイテコイ 牡３栗 ５６ 四位 洋文北側 雅司氏 加藤 征弘 米

Liberty Rd Stables, San
Gabrie Investments Inc
& B. Sugarman

４６２± ０１：１４．５１	 ３３．１

１１ � ウインハンズダウン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 白井 寿昭 米 Golden Oak

Farm LLC ４３４－ ４ 〃 ハナ １．５�
５９ � チョウスペシャル 牝３鹿 ５４ 幸 英明丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 �渡 信義 ４３０－ ６１：１４．６� ２４０．１
１２ � コウエイバッカス 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８８＋ ２１：１５．１３ ２７０．６�
６１１ アジアンホープ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥廣村 茂一氏 目野 哲也 静内 フジワラフアーム ４４０± ０１：１５．４１
 ２６２．５�
７１３� グラスクイン 牝３栗 ５４ 東川 公則荻野 猛夫氏 梅田 康雄 浦河 鮫川牧場 ３７８－ ６１：１５．６１� ５１６．０�

（笠松）

８１５ チアズプレジデント 牡３鹿 ５６ 田島 裕和北村キヨ子氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ５０．２�
２４ カシノアドミラル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大柏木 務氏 梅内 忍 門別 千葉飯田牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ７２８．５�
４７ エーケーフラッシュ 牡３鹿 ５６ 南井 大志桂土地� 五十嵐忠男 門別 小西 章 ４３８－ ２１：１７．９大差 ３７７．３�
２３ � トクマルパワー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅吉永 清人氏 野元 昭 宮崎 徳丸 巳津男 ４６６－ ８１：１８．４３ ６７９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７１５，５００円 複勝： ２９，５１０，１００円 枠連： ２８，６３７，８００円

普通馬連： ８２，３０９，６００円 馬単： ８３，１４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２２０，６００円

３連複： １１５，７３２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，２７１，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２４０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（３－４） ３，４６０円

普通馬連 �� ３，１６０円 馬 単 �� ６，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ８３０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６７１５５ 的中 � １８４２８（５番人気）
複勝票数 計 ２９５１０１ 的中 � ３０７３７（５番人気）� ３５２０５（３番人気）� ４８５０８（２番人気）
枠連票数 計 ２８６３７８ 的中 （３－４） ６１２２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８２３０９６ 的中 �� １９２４３（１１番人気）
馬単票数 計 ８３１４５４ 的中 �� ９０１８（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２２０６ 的中 �� １０１２５（５番人気）�� ７４２８（８番人気）�� ８４９５（７番人気）
３連複票数 計１１５７３２６ 的中 ��� １７４１２（１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．６―１２．１―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．４―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォーターポピンズ �
�
父 Storm Cat �

�
母父 Affirmed デビュー ２００６．１２．２ 阪神４着

２００４．４．２７生 牝３鹿 母 Christmas in Aiken 母母 Dowager ４戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーケーフラッシュ号・トクマルパワー号は，平成１９年３月１１日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 アジアンホープ号は，平成１９年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０６３ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１０ ヒカルアモーレ 牝３芦 ５４ 岩田 康誠�橋 京子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００ ―１：５５．３ ３．１�

７８ � ワンモアスエルテ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４９２ ―１：５６．９１０ ２．８�
５５ �� アグネスマクシマム 牡３栗 ５６ 武 豊渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：５７．３２� １２．６�
６６ 	 アグネスカルミア 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor ４７６ ―１：５７．５１� １４．９�
６７ サンライズグラス 牡３栗 ５６ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４８８ ―１：５７．８２ １４．９�
２２ ボニーアクション 牝３鹿 ５４ 池添 謙一下河辺隆行氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４９４ ―１：５８．１１
 ５．２�
１１ マイティーガッツ 牡３鹿 ５６ 幸 英明小川 勲氏 宮 徹 浦河 松田 直彦 ４７０ ―１：５８．７３� ４１．３�
７９ オースファイター 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔池田 豊治氏 小島 貞博 新冠 中本 隆志 ４６２ ―１：５９．３３� ３０２．８	
３３ エレオカリス 牡３栗 ５６ O．ペリエ 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ５０４ ―１：５９．５１ ９．９�
（仏）

８１１ グランドメロディ 牝３鹿 ５４ 石橋 守�グランド牧場 坪 憲章 静内 グランド牧場 ４９４ ―１：５９．６
 １８３．５
４４ �� セフティフェイマス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎池田 實氏 須貝 彦三 門別 長谷川牧場 ４７８ ―２：０８．３大差 ３３．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８２，６００円 複勝： １９，５５９，９００円 枠連： ２１，８９８，３００円

普通馬連： ６１，３２４，５００円 馬単： ６７，４８７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５０５，８００円

３連複： ８５，１８１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２９３，２３９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３５０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５５０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２８２６ 的中 � ５２５４０（２番人気）
複勝票数 計 １９５５９９ 的中 � ５６６２９（１番人気）� ４２２９９（２番人気）� １３０３３（６番人気）
枠連票数 計 ２１８９８３ 的中 （７－８） ４６２５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１３２４５ 的中 �� １１３４７０（１番人気）
馬単票数 計 ６７４８７１ 的中 �� ６００６２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５０５８ 的中 �� ２７７３５（１番人気）�� ７００５（６番人気）�� ５２７８（１２番人気）
３連複票数 計 ８５１８１７ 的中 ��� ４３９０３（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３８．３―５２．０―１：０５．１―１：１７．９―１：３０．４―１：４２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカルアモーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Kaldoun 初出走

２００４．１．１１生 牝３芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 アグネスマクシマム号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セフティフェイマス号は，平成１９年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０６４ ２月１１日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９京都２）第６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３：１６．１良・良

８１４� マイクラリネット 牡７芦 ６０ 熊沢 重文櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 米 James J
Brunker ５１８＋ ２３：１５．６レコード ４．３�

４６ アウトオブサイト 牡５黒鹿６０ 今村 康成前田 幸治氏 山本 正司 新冠 高瀬牧場 ４６６－ ２３：１５．８１ １０．８�
５７ 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 ４８２＋ ２３：１６．７５ ２．０�
６１０ テイエムツバサオー 牡６鹿 ６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 新川 恵 静内 千代田牧場 ４８２－ ２３：１７．３３� ３１．５�
４５ � レッドバースピン 牡４栗 ５９ 西谷 誠藤田与志男氏 坂口 正則 米 W. G. Lys-

ter III ５１８＋ ８３：１９．０大差 ２２．９�
２２ � フォレストダンス 牡５栗 ６０ 金子 光希丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６０－ ２３：２０．１７ ４．８�
８１３ サンエムウラノス 牡７鹿 ６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８０＋ ８３：２１．４８ ７１．５�
７１１ マイネルシルバート 牡５青鹿 ６０

５７ ▲水出 大介 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４９０－ ４３：２４．３大差 ９２．１


６９ � スリーダンシング �５鹿 ６０ 蓑島 靖典永井商事	 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４３８－１２ 〃 クビ １２４．８�
１１ � サツキイーグル 牡４芦 ５９ 鈴木 慶太石田 眞一氏 大和田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４８６＋ ８３：２５．８９ １３２．６�
７１２� エイシンタイアン 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Phillips Racing

Partnership ４７２＋ ７３：２９．３大差 １７７．５
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 ４３４－ ２３：３３．２大差 １４５．２�
５８ � ダイワラファエル 牝４鹿 ５７ 山本 康志大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ４９８－ ２ （競走中止） ７８．７�
３３ エドモンダンテス 牡７鹿 ６０ 高田 潤小田切有一氏 音無 秀孝 三石 木下牧場 ４８４＋２２ （競走中止） １５．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，５５８，５００円 複勝： １６，３６０，５００円 枠連： ２２，９７１，６００円

普通馬連： ５８，８９９，４００円 馬単： ６５，８２４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４１７，４００円

３連複： １０５，４６０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３０６，４９２，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � ２４０円 � １１０円 枠 連（４－８） １，６４０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ４，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ２７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５５８５ 的中 � ３８２１８（２番人気）
複勝票数 計 １６３６０５ 的中 � ２４１７８（３番人気）� １２６０１（４番人気）� ５７８０４（１番人気）
枠連票数 計 ２２９７１６ 的中 （４－８） １０３６３（７番人気）
普通馬連票数 計 ５８８９９４ 的中 �� １７７２３（９番人気）
馬単票数 計 ６５８２４０ 的中 �� １１３６０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４１７４ 的中 �� ３９９７（１１番人気）�� １６９７４（２番人気）�� １００８２（３番人気）
３連複票数 計１０５４６０７ 的中 ��� ４９２２２（４番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５４．６－３F ４１．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

�マイクラリネット �
�
父 Rubiano �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００２．１１．３ 京都１１着

２０００．２．１９生 牡７芦 母 Weekend Flight 母母 Royal Weekend 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 エドモンダンテス号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ダイワラファエル号は，２周目７号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「エドモンダンテス」号に触れ，転倒したため競走中
止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２６頭 アザンクール号・ウリエル号・エムテイクラウン号・エリモマキシム号・クリスタルハート号・

ジャイアンツエール号・シーグランプリ号・ターボフラッシュ号・ディクタトル号・トウショウビーム号・
トータチス号・トーワスラッガー号・ナムラガリレオ号・ナムラロイヤル号・ニホンピロザプラウ号・
ノーモアウオー号・パルティアシチー号・ピクシーストーン号・ビーマイプリンス号・ブルーノーザー号・
プロンタテヤマ号・ポートエレガント号・マルノユビキタス号・ミヤコミラクル号・メイショウシンゲツ号・
メジロドルフィン号



０４０６５ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６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

３４ � サンライズトラスト 牡３黒鹿５６ 武 豊松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５８－ ２１：４８．４ ２．３�

１１ � シルクオルフェウス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己有限会社シルク矢野 照正 新冠 ラツキー牧場 ４７４－ ２１：４８．９３ ７．０�
７１２� イイデレインジャー 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 小泉 学 ４６４± ０１：４９．０� ８．７�
５８ � トップエクセレント 牝３黒鹿５４ 上村 洋行中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４７４－ ４１：４９．１� １７．５�
２２ ケイアイロブ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 門別 鹿行牧場 ４２８－１２１：４９．３１� ７５．７�
７１１ ボレロビート 牝３黒鹿５４ 石橋 守大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 草薙 利昭 ４４６－１０１：４９．６２ １１．７�
６９ � ニホンピロシェリー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 ４４６－１２１：４９．７� ２３８．８	
８１４ タマモウェーヴ 牡３栗 ５６ 幸 英明タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ １８．３

３３ � トラストエース 牡３鹿 ５６ 川原 正一菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 桑田牧場 ４３８＋ ２１：４９．８� ２４．０�

（兵庫）

４５ � ブライトマスター 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎鈴木正一郎氏 増本 豊 門別 タバタファーム ４９６＋ ２１：５０．０１� １２．５�
６１０� エストラゴン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠山内 邦一氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４４６－ ２１：５０．１クビ ５．１
５７ � ピュアファイン �３鹿 ５６ 熊沢 重文山本 慎一氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ８１：５０．６３ ２４９．３�
８１３�	 フジノカミカゼ 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 小林 久義氏 清水 出美 浦河 三枝牧場 ４７０± ０１：５０．７クビ ３０．２�

（仏）

４６ � サフランアレックス 牡３黒鹿５６ 石山 繁海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４７２－ ２１：５４．４大差 ４１４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，０５６，５００円 複勝： ２６，４２７，１００円 枠連： ２７，２９６，４００円

普通馬連： ８９，０６３，４００円 馬単： ７９，９３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７００，６００円

３連複： １２７，４９１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３９８，９７５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ２５０円 枠 連（１－３） １，２６０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ５６０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ３，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０５６５ 的中 � ７９０３６（１番人気）
複勝票数 計 ２６４２７１ 的中 � ６８８８７（１番人気）� ２４７９３（４番人気）� ２３８７８（５番人気）
枠連票数 計 ２７２９６４ 的中 （１－３） １６０５５（６番人気）
普通馬連票数 計 ８９０６３４ 的中 �� ４９８８７（４番人気）
馬単票数 計 ７９９３９９ 的中 �� ２７５２０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７００６ 的中 �� １１９３３（３番人気）�� １１６８９（４番人気）�� ５１５６（１７番人気）
３連複票数 計１２７４９１１ 的中 ��� ２５８３８（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．２―１２．３―１２．６―１２．２―１２．２―１２．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．６―４６．９―５９．５―１：１１．７―１：２３．９―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンライズトラスト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 デイヴイツズバード デビュー ２００７．１．８ 京都４着

２００４．３．２９生 牡３黒鹿 母 イエローサンライズ 母母 ラブリーサンライズ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サフランアレックス号は，平成１９年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アクセス号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）・コンプリートラン号（疾病〔左寛跛行〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 セイヴィクトリー号・タマモショウブ号・テイエムアタック号・マルサンテクニカル号
（非抽選馬） １頭 ハードシーキング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６６ ２月１１日 曇 良 （１９京都２）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 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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

６７ � パッションレッド 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：３９．３ ５．５�

２２ � ショウナンナイト 牡３青 ５６ 武 豊�湘南 池江 泰郎 浦河 桑田牧場 ４７６ ―１：３９．５１� ４．３�
８１１ エ ノ ク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９８ ―１：３９．６� ２．６�
５５ ヤマカツマリリン 牝３栗 ５４ 田嶋 翔山田 博康氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５１０ ―１：３９．８１	 ８．７�
８１０
 コスモイーゴリ 牡３栗 ５４ 武 幸四郎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 豪 Barnaby

& Co Ltd ４２４ ―１：４０．１１� １７．５�
４４ � レ ゼ ル ブ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０ ―１：４０．２クビ ６．２�
７９ � ヤ タ ク ロ ウ 牝３鹿 ５４ 幸 英明西浦 和男氏 谷 潔 浦河 浦河小林牧場 ４６０ ―１：４０．９４ ２３８．８	
６６ � トライヤヌス 牡３黒鹿５６ 石橋 守 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５０６ ― 〃 ハナ ３２．６

３３ � エスメラルダ 牝３栗 ５４ 川原 正一池田 正孝氏 河野 通文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４ ― 〃 クビ ７４．８�
（兵庫）

７８ �� セトノギムレット 牡３栗 ５６ O．ペリエ 難波 澄子氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４２２ ―１：４１．０	 １８．６�
（仏）

１１ � ノースマンハッタン 牝３黒鹿５４ 本田 優北村実地子氏 西浦 勝一 浦河 福岡 光夫 ４４４ ―１：４１．２１	 ５９．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，３３４，５００円 複勝： ２４，５１９，９００円 枠連： ２４，７５２，８００円

普通馬連： ７２，７１１，４００円 馬単： ８４，６４７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８２７，６００円

３連複： １０２，２４６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３５５，０３９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（２－６） １，９１０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３８０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５３３４５ 的中 � ３６７１４（３番人気）
複勝票数 計 ２４５１９９ 的中 � ２１７３３（５番人気）� ４６４３３（２番人気）� ７０６５６（１番人気）
枠連票数 計 ２４７５２８ 的中 （２－６） ９５７７（９番人気）
普通馬連票数 計 ７２７１１４ 的中 �� ２８９９８（１０番人気）
馬単票数 計 ８４６４７５ 的中 �� １５２９３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８２７６ 的中 �� ９４４２（６番人気）�� １３３６４（４番人気）�� ２４３１４（１番人気）
３連複票数 計１０２２４６１ 的中 ��� ７４１２０（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．９―１３．８―１３．２―１２．３―１１．６―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３７．２―５１．０―１：０４．２―１：１６．５―１：２８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パッションレッド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Unbridled 初出走

２００４．４．１０生 牝３栗 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６７ ２月１１日 曇 良 （１９京都２）第６日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （ダート・右）

牝，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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１ タケイチゼット 牝３栗 ５４ 安藤 勝己竹中 健一氏 福島 信晴 浦河 大西牧場 ４６４－ ２１：２６．１ ６．９�

８１５ ウッドウインド 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �社台レースホース南井 克巳 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：２６．２� ３．３�
７１２� サクラワイズ 牝３栗 ５４ 池添 謙一�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４８８＋ ４１：２６．４１� ４４．１�
１１ � ヴィアラクテア 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：２６．６１� ２．２�
６１０� ニホンピロコナユキ 牝３栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４５０－ ４１：２６．７� ４５．９�
４７ インディゴラヴ 牝３芦 ５４ 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム ４９４－ ２１：２７．１２� ２３．９	
５９ �� モンテグリーン 牝３鹿

５４
５１ ▲上野 翔毛利 喜昭氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４６４＋ ３１：２７．２クビ ７２．４


２２ コパノタイマネ 牝３栗 ５４ 上村 洋行小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４６０－ ２１：２７．４１� ７５．４�
３５ � ウインクルウィナー 牝３鹿 ５４ 角田 晃一�有能 田中 清隆 門別 渡辺 芳一 ４７２＋ ６ 〃 クビ １６７．３�
４６ �� マリアブーケ 牝３鹿 ５４ 川原 正一立田 昇子氏 橋本 和男 浦河 アイオイファーム ４１２－ ７１：２８．４６ ２８６．０

（兵庫） （兵庫）

２３ �	 エフテーストライク 牝３青鹿５４ 本田 優深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４０６－ ２ 〃 アタマ ２７６．１�
３４ �� マイネシャンゼリゼ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 平取 スガタ牧場 ４７４± ０１：２８．６
 ４９．４�
５８ シャトルタテヤマ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４４４－ ４１：３０．２１０ ８．０�
８１４	 ファイナルバンド 牝３黒鹿５４ 小原 義之水上 行雄氏 小原伊佐美 浦河 笠松牧場 ４２０＋ ２１：３５．１大差 ４９４．８�
７１３ ラ イ カ ー ト 牝３芦 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ８ （競走中止） １１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，３６４，６００円 複勝： ２９，７６７，８００円 枠連： ３２，８１６，１００円

普通馬連： １０２，２８９，７００円 馬単： １０２，８０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３７７，９００円

３連複： １４７，９２６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４７０，３４９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ６３０円 枠 連（６－８） ７３０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２，２８０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ８，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５３６４６ 的中 � ２９０５５（３番人気）
複勝票数 計 ２９７６７８ 的中 � ３９１０６（３番人気）� ８５７９７（１番人気）� ８２３２（７番人気）
枠連票数 計 ３２８１６１ 的中 （６－８） ３３５５０（３番人気）
普通馬連票数 計１０２２８９７ 的中 �� ８０３１３（３番人気）
馬単票数 計１０２８０７１ 的中 �� ３３４７８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３７７９ 的中 �� ２２５８９（３番人気）�� ２９４８（２１番人気）�� ５０１６（１４番人気）
３連複票数 計１４７９２６１ 的中 ��� １３１０８（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．９―４７．３―１：００．２―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケイチゼット �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．７．１６ 小倉８着

２００４．３．２２生 牝３栗 母 タケイチイチホース 母母 シヤダイビシヨツプ １０戦２勝 賞金 ２２，４００，０００円
〔競走中止〕 ライカート号は，発走後まもなくつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ファイナルバンド号は，発走後まもなく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。
※出走取消馬 ウェイクアビリティ号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハチマンダイボサツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０６８ ２月１１日 曇 良 （１９京都２）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，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

４７ � マーベラスパレード 牡４栗 ５７
５４ ▲上野 翔笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４７０－ ２１：１３．１ ９．５�

８１５ リンクスクイン 牝５黒鹿５５ 幸 英明荻野 猛夫氏 西塚 安夫 門別 田端牧場 ４４６－１０１：１３．４１� ２５．４�
２３ ロードフォーミュラ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 平取 稲原牧場 ５１４－ ６１：１３．５� ９．３�
５９ � サンライズバクシン 牡４芦 ５７ 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 宮内牧場 ５４６＋１８ 〃 クビ ３．１�
４８ ナゾヲトクカギ 牡５青鹿５７ O．ペリエ 小田切有一氏 佐々木晶三 門別 高橋牧場 ４９４－ ２１：１３．６� ６．５�

（仏）

１２ ダイナミックターン 牡４栗 ５７ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４７２＋１２１：１３．７� ２０．４�
６１２� イットーフレンチ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己杉山 美惠氏 清水 美波 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：１３．９１ ５．３	
８１６ リワードアルコン 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５２４＋ ６１：１４．０� ６．２

７１４�� センティーレ 牝５青 ５５ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ １４１．８�
３５ バリュアットリスク 牝５鹿 ５５ 川原 正一諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４５０－１６１：１４．２１ １１７．３�

（兵庫）

６１１ クイックバレリーナ 牝４栗 ５５ 畑端 省吾�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２４－ ６ 〃 クビ ２９６．９�
７１３ キシュウマドンナ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４３８＋ ２１：１４．４１� １１４．８�
３６ �	 ワンマイドリーム 牡４黒鹿

５７
５４ ▲田村 太雅吉永 清美氏 野村 彰彦 三石 フクダファーム ４５２± ０１：１４．５� １１１．２�

２４ ワンダープロ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦山本 信行氏 湯浅 三郎 浦河 帰山 清貴 ４６２± ０１：１４．６� ２１．６�
１１ 	 スマートアンサー 牝５栗 ５５

５２ ▲船曳 文士 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 ４４０－ ４１：１４．９１� １６３．６�
５１０�	 ゲイリーブリリアン 牝５鹿 ５５ 池添 謙一中村 浩章氏 湯窪 幸雄 栃木 東京サラブレッ

ドビューロー B４８４± ０１：１５．０� ２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６２１，０００円 複勝： ２８，２１８，４００円 枠連： ３２，３８８，０００円

普通馬連： １１５，２７５，８００円 馬単： ９３，７５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２７６，２００円

３連複： １６０，３８１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４８２，９１４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３００円 � ６７０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ８９０円

普通馬連 �� １１，４４０円 馬 単 �� ２０，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３８０円 �� １，１５０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ３０，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３６２１０ 的中 � １９６６２（６番人気）
複勝票数 計 ２８２１８４ 的中 � ２５８８８（６番人気）� ９５８４（１０番人気）� ３６９５５（４番人気）
枠連票数 計 ３２３８８０ 的中 （４－８） ２６９５３（３番人気）
普通馬連票数 計１１５２７５８ 的中 �� ７４４２（３８番人気）
馬単票数 計 ９３７５２９ 的中 �� ３３２７（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２７６２ 的中 �� ２１０１（３９番人気）�� ６５０５（１５番人気）�� ２２１０（３８番人気）
３連複票数 計１６０３８１８ 的中 ��� ３８４３（８３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．５―１２．５―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３５．０―４７．５―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．１
３ ・（６，１０）（８，１６）９（４，７，１４）－（２，１２）１５－（１，３，１１）１３，５ ４ ・（６，１０）（８，１６）（４，７，９）（１４，１２）２，１５，３（１，１１）１３，５

勝馬の
紹 介

�マーベラスパレード �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．１２．４ 阪神３着

２００３．３．８生 牡４栗 母 マーベラスウーマン 母母 ノンダムール ７戦２勝 賞金 １６，２４０，０００円
〔騎手変更〕 リワードアルコン号の騎手四位洋文は，第７競走での落馬による検査のため武幸四郎に変更。
〔３走成績による出走制限〕 クイックバレリーナ号・スマートアンサー号は，平成１９年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０６９ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

か す が

春 日 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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１４� ホッコーパドゥシャ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４８０－ ４１：４７．６ ５．７�

７１１ アースクリスハーン 牡４栗 ５６ 安藤 勝己松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ５０４－ ８ 〃 クビ ４．４�
６１０ アグネストレジャー 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０６－ ８１：４７．７クビ ６．３�
７１２ イントゥザグルーヴ 牝６鹿 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 伊藤 雄二 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２１：４７．８� ２．６�
６９ � マヤノリバティ 牡６栗 ５７ 池添 謙一田所 英子氏 坂口 正大 静内 原 達也 ４６８± ０１：４７．９� ２５．６�
５８ 	 ミュージックホーク 牡６栗 ５７ 川原 正一加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend

Farm, Inc. ４７２＋ ２ 〃 ハナ ４４．３�
（兵庫）

５７ � マルブツライト 牡５鹿 ５７ 川田 将雅大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８６± ０１：４８．０クビ ８．３	
４６ サイレンスゴールド 
６青鹿５７ 幸 英明山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも えりも農場 ４８２＋１０ 〃 クビ ４４．０

１１ クリソプレーズ 牝５黒鹿５５ 柴原 央明 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７０－１０１：４８．１� ３８．３�
３３ ナイスハンド 牡７鹿 ５７ 菊地 昇吾加藤 徹氏 福島 勝 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４９０＋１０１：４８．４１� ２１９．６�
４５ �� ジーンハンター 牡５鹿 ５７ 金折 知則前田 幸治氏 松元 茂樹 門別 法理牧場 ５３８＋１８１：４８．５� ３６．２
３４ キョウワノスター 牝６鹿 ５５ 武 幸四郎林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４６－ ８１：４８．６クビ ４３．９�
２２ ジ ェ ダ イ ト 牝５鹿 ５５ O．ペリエ �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９２＋１２１：４８．７ ６４．４�

（仏）

８１３ テイエムヒットベ 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 ５１４＋１４１：４８．８� ２０９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４２，４８４，３００円 複勝： ６０，２５６，３００円 枠連： ５４，９６７，２００円

普通馬連： ２２１，７９８，５００円 馬単： １４４，９７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，２２９，２００円

３連複： １９４，２８４，１００円 ３連単： ４８３，４０３，８００円 計： １，２５６，４０２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２５０円 枠 連（７－８） ３３０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６７０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� １０，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４２４８４３ 的中 � ５８９０５（３番人気）
複勝票数 計 ６０２５６３ 的中 � １０５８２８（３番人気）� １２３９１３（２番人気）� ５２３８９（５番人気）
枠連票数 計 ５４９６７２ 的中 （７－８） １２６５４９（１番人気）
普通馬連票数 計２２１７９８５ 的中 �� １９０９３０（３番人気）
馬単票数 計１４４９７９２ 的中 �� ５５２９３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４２２９２ 的中 �� ４８３８６（３番人気）�� １８８４３（８番人気）�� ２３６５４（４番人気）
３連複票数 計１９４２８４１ 的中 ��� ６９８３２（６番人気）
３連単票数 計４８３４０３８ 的中 ��� ３２９６１（２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．５―１２．０―１２．４―１２．１―１１．９―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．１―４７．１―５９．５―１：１１．６―１：２３．５―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホッコーパドゥシャ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００４．１０．３ 阪神２着

２００２．６．８生 牡５黒鹿 母 ネスカベミューズ 母母 ニツソウブラツク ２６戦４勝 賞金 ８４，５０４，０００円
〔騎手変更〕 サイレンスゴールド号の騎手四位洋文は，第７競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０７０ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

きたやま

北山ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

４８ �� 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 ５３２－ ４１：５０．６ ２．２�

４７ 	 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. ５０２－ ２１：５１．０２
 １４．９�

３６ � フィールドオアシス 牡４鹿 ５６ 土谷 智紀吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２ 〃 アタマ ３２．６�
８１６ ヴァンデグローブ 牡４栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ６１：５１．４２
 ４．３�
５９ � シルクヒーロー 牡５鹿 ５７ 石橋 守有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５３０－１０１：５１．７１� ２５．６�
１２ メイショウホウオウ 牡６栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５０＋ ２１：５１．９１ ３２．６�
２４ � マンノレーシング 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６６＋ ２１：５２．１１ ３４．９	
１１ � ラバグルート 牡６栗 ５７ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：５２．４１� ６４．０

２３ � パラダイスリヴァー 牡９鹿 ５７ 小林 徹弥 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ５００＋ ２１：５２．７１� ３３９．５�
７１３� ナリタプレリュード 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９２＋ ６１：５２．８クビ ７．９
５１０� グランプリスター 牡６鹿 ５７ 武 豊清水 貞光氏 服部 利之 門別 目黒牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ １２．５�
６１２� リメインオブザサン 牡４鹿 ５６ O．ペリエ �サンデーレーシング 池江 泰寿 静内 白老ファーム ４９８＋ ８１：５３．０１ ９．９�

（仏）

８１５ ケイパブルバイオ 牝６栗 ５５ 服部 剛史バイオ� 領家 政蔵 新冠 早田牧場新
冠支場 ４４４＋１０１：５３．３２ ３３５．５�

３５ �� テンジンダイカグラ 牡４栗 ５６ 太宰 啓介�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 B４７２± ０ 〃 ハナ １５８．３�
６１１ ゼンノマルビナス 牡４芦 ５６ 川原 正一大迫久美子氏 池江 泰寿 白老 白老ファーム ５００± ０１：５４．２５ ５１．８�

（兵庫）

７１４ マジックアワー 牡４青鹿５６ 長谷川浩大前田 幸治氏 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ４１：５４．３クビ ８０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，４４３，８００円 複勝： ７４，７１８，５００円 枠連： ６４，０５５，５００円

普通馬連： ３１６，３６６，１００円 馬単： １９９，２３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，７０１，２００円

３連複： ２９９，７６４，３００円 ３連単： ６５９，８０１，０００円 計： １，７４４，０８７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３７０円 � ６３０円 枠 連（４－４） １，３８０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，０８０円 �� ３，９５０円

３ 連 複 ��� ６，６４０円 ３ 連 単 ��� ２７，０５０円

票 数

単勝票数 計 ５４４４３８ 的中 � ２０１５１７（１番人気）
複勝票数 計 ７４７１８５ 的中 � ２４４１３５（１番人気）� ４１８４０（６番人気）� ２１８８７（９番人気）
枠連票数 計 ６４０５５５ 的中 （４－４） ３４４０１（５番人気）
普通馬連票数 計３１６３６６１ 的中 �� １６８３１１（４番人気）
馬単票数 計１９９２３７０ 的中 �� ６７７２９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５７０１２ 的中 �� ３６３６３（３番人気）�� １７０９５（１０番人気）�� ４４４４（３５番人気）
３連複票数 計２９９７６４３ 的中 ��� ３３３５８（１８番人気）
３連単票数 計６５９８０１０ 的中 ��� １８００３（６７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．３―１２．１―１２．４―１２．７―１２．８―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３５．４―４７．５―５９．９―１：１２．６―１：２５．４―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
１
３
５－１０（２，１１）７，６（４，１６）８，１５（１，１２）（３，９）（１４，１３）
１０，５，２－７（６，１１）（４，８）１６（１，１５）（３，１４，１２）（９，１３）

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

勝馬の
紹 介

�
�
キクノアロー �

�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００５．１２．１１ 阪神１着

２００３．４．２６生 牡４栃栗 母 ヤシマローマン 母母 ナルタキグロリー ９戦４勝 賞金 ６５，６５１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 イブロン号・カオリノーブル号・ケイエスアイ号・コレデイイノダ号・サヨウナラ号・シュンサイ号・

スカーレットベル号・ストラディヴァリオ号・テイエムザエックス号・テンカタイヘイ号・トラストジュゲム号・
バトルハートオー号・ピースデザイン号・ブルーフランカー号・ホエールシャーク号・マルブツリード号・
マーベラスボーイ号・メイショウシャフト号・メイショウスイセイ号・メガトレンド号・ワンダースピード号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０７１ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第４７回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （NHK賞） （芝・右・外）
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２，０００万円以上
の馬１�増

NHK賞（１着）
賞 品

本 賞 ４２，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，３００，０００円 ４，２００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７７ アサクサキングス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：４８．８ ９．１�

３３ ナムラマース 牡３黒鹿５７ O．ペリエ 奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４５４＋ ６１：４９．１１� ４．０�
（仏）

５５ � サムライタイガース 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Gaines－Gentry
Thoroughbreds ５１８＋ ２ 〃 アタマ ２４．５�

６６ 	 オーシャンエイプス 牡３鹿 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４８２－ ４１：４９．４１� １．３�
４４ オーシャンクルーズ 牡３鹿 ５６ 本田 優上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５４－ ８１：４９．９３ ７３．８�
８８ 	
 アドマイヤヘッド 牡３芦 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４５８＋１２１：５０．１１� ３８．５�
１１ 	 クリノアドベンチャ 牡３黒鹿５６ 幸 英明栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４５６－ ２１：５０．３１� ２５２．４�
２２ マルカラボンバ 牡３鹿 ５６ 川原 正一河長産業	 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：５１．４７ １２８．８


（兵庫）

（８頭）

売 得 金

単勝： １９４，８４６，５００円 複勝： ８４，４６４，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５５９，８１１，２００円 馬単： ６１７，９９７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １００，３６１，５００円

３連複： ３５４，４２３，４００円 ３連単： ２，１５１，８２６，８００円 計： ４，０６３，７３１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ２６０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ７５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� １３，５７０円

票 数

単勝票数 計１９４８４６５ 的中 � １７０３７５（３番人気）
複勝票数 計 ８４４６４９ 的中 � １０７５９３（３番人気）� ２６９７９２（２番人気）� ６１３７２（４番人気）
普通馬連票数 計５５９８１１２ 的中 �� ４８６６７５（３番人気）
馬単票数 計６１７９９７１ 的中 �� ２０５１９９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１００３６１５ 的中 �� １２２１６４（３番人気）�� ２９２４３（９番人気）�� ５５６２７（５番人気）
３連複票数 計３５４４２３４ 的中 ��� １２１３７１（７番人気）
３連単票数 計２１５１８２６８ 的中 ��� １１７０６９（３２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．３―１２．９―１２．４―１２．１―１１．３―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．４―４９．３―１：０１．７―１：１３．８―１：２５．１―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
３ ７＝５（８，６）（１，３，４）－２ ４ ７＝（５，６）（３，４）８－１－２

勝馬の
紹 介

アサクサキングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．１５ 東京１着

２００４．３．２３生 牡３鹿 母 クルーピアスター 母母 クルーピアレディー ４戦３勝 賞金 ６２，７３９，０００円
〔騎手変更〕 アサクサキングス号の騎手四位洋文は，第７競走での落馬負傷のため武幸四郎に変更。
※出走取消馬 オーソリティバイオ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０７２ ２月１１日 晴 良 （１９京都２）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�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，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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ アドマイヤキラメキ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：２４．７ ４．８�

６１１� オッティミスタ 牡５栗 ５７ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ５２２－１０１：２４．９１� １１．１�
７１４	 ファインスティール 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５１８－ ８１：２５．０
 ４．８�
６１２� ゴッドヘイロー 牡７青鹿５７ 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１６＋ ２ 〃 アタマ ５．７�
８１５ ワーキングボーイ 牡４鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ５０２－ ４ 〃 ハナ ６１．１�
４８ 	 ナナヨーヒマワリ 牡６栗 ５７ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５１２＋ ４１：２５．１
 ８．０	
８１６� スナークタイガー ６黒鹿５７ 川原 正一杉本仙次郎氏 中竹 和也 米 John D.

Murphy ４８２＋ ４ 〃 ハナ ７．３

（兵庫）

５９ � キャントンガール 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大平井 豊光氏 岡田 稲男 米
Pope McLean Sr., Pope
McLean Jr., Marc McLean,
Mt. Joy Stables et al

４６４－ ６１：２５．３１
 １０２．２�
２４ � テンザンダンディー 牡６栃栗 ５７

５４ ▲上野 翔平野 三郎氏 岩元 市三 早来 ノーザンファーム ５１８± ０１：２５．４クビ ８６．６�
２３ ハードムーン 牡５黒鹿５７ 石橋 守津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４７０－ ２１：２５．７１� ２３．０
３６ ドラゴンアイズ 牡７鹿 ５７ 東川 公則岩� 僖澄氏 古川 平 新冠 坂元牧場 ４７４－ ４１：２５．８
 ２４０．３�

（笠松）

７１３� タムロイーネー 牝６黒鹿５５ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ４９４＋ ４１：２５．９� ５０．９�
３５ � シアトルバローズ 牡４鹿 ５７ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 門別 瀬戸牧場 ４６０＋ ２１：２６．０クビ ４６．０�
５１０ サンエムワールド 牡５黒鹿５７ 佐久間寛志松本ヒデ子氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４６０－ ４１：２６．４２
 １３７．５�
４７ � シンキッカー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一星野 壽市氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４８０＋ ４１：２６．５
 ７５．３�
１１ エレスサール 牡５鹿 ５７ O．ペリエ �アカデミー 池江 泰郎 門別 白井牧場 ５０８＋１０１：２６．８１� ５．９�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，３４６，７００円 複勝： ８７，９０１，４００円 枠連： ９３，５５７，６００円

普通馬連： ３５４，１５７，２００円 馬単： ２１７，２６７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，５７０，８００円

３連複： ３２２，５２５，６００円 ３連単： ７４０，３２４，２００円 計： １，９６５，６５１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � １６０円 枠 連（１－６） ６８０円

普通馬連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ５，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ４２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ４，２６０円 ３ 連 単 ��� ２９，０２０円

票 数

単勝票数 計 ６３３４６７ 的中 � １０４７６１（２番人気）
複勝票数 計 ８７９０１４ 的中 � １４２１８１（２番人気）� ７４２２０（７番人気）� １６４７６６（１番人気）
枠連票数 計 ９３５５７６ 的中 （１－６） １０２７９５（２番人気）
普通馬連票数 計３５４１５７２ 的中 �� ８６８５６（１６番人気）
馬単票数 計２１７２６７９ 的中 �� ２６８０２（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６５７０８ 的中 �� １８６３３（１６番人気）�� ５５５３６（２番人気）�� ２９５２０（９番人気）
３連複票数 計３２２５２５６ 的中 ��� ５５９１５（１３番人気）
３連単票数 計７４０３２４２ 的中 ��� １８８２７（９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．８―４７．１―５９．２―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤキラメキ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１０．３１ 京都１着

２００２．２．２７生 牝５栗 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ２０戦４勝 賞金 ６５，３１７，０００円
〔騎手変更〕 ゴッドヘイロー号の騎手四位洋文は，第７競走での落馬負傷のため武豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エキサイトアルダン号・カントリースタイル号・タータンフィールズ号・ナリタチャンピオン号・パープルコブラ号・

ビッグアラミス号・ビッグクラウン号・プレザントウインド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１９京都２）第６日 ２月１１日 （祝日） 晴時々曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２６２，４００，０００円
２，１００，０００円
２４，４９０，０００円
１６０，０００円
１，５６０，０００円
２６，６５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，２２９，５００円
５，１２６，８００円
１，６７６，６００円

勝馬投票券売得金
５３７，００８，３００円
５０２，８１３，９００円
４２７，０９９，４００円
２，０９８，７５８，９００円
１，８１３，９５２，８００円
５００，９８９，５００円
２，１０９，４７２，７００円
４，０３５，３５５，８００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 １２，０２５，４５１，３００円

総入場人員 ３５，１１３名 （有料入場人員 ３４，４７８名）




