
０４０７３ ２月１７日 曇 良 （１９京都２）第７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）

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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

２３ � ハードリレー 牡３栗 ５６
５３ ▲北村 友一津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４３０＋ ６１：１４．１ ９．１�

２４ � スニーカーブルース 牡３鹿 ５６ 柴原 央明青山 洋一氏 平田 修 静内 千代田牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ２９．０�
８１５ アンクルレオン 牡３栗 ５６ 佐久間寛志�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４８０＋ ４１：１４．２クビ ３．５�
７１４ トキノムテキ 牡３黒鹿５６ 高野 容輔中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５１０＋ ２１：１４．３� ４．１�
４７ ワンダースター 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆鮫島 良太山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ５１２－１２１：１４．５１� ４．４�
１１ キクノジュピター 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士菊池 五郎氏 境 直行 浦河 出口 宜己 ４５２± ０ 〃 クビ ２０．９�
４８ �� シルバージャンパー 牝３芦 ５４ 南井 大志岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ６１：１４．６� ４０．６	
３６ � グランメルヴィーユ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田中 克典 
キャロットファーム 池添 兼雄 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２１：１４．８１� ７．８�
５１０� シゲルアリガトウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士森中 蕃氏 坪 憲章 鵡川 桑原牧場 ４７２＋ ８１：１５．０１� ５６．２�
１２ � マリエンローション 牝３鹿 ５４ 難波 剛健佐藤 尋司氏 中村 均 浦河 杵臼牧場 ４６２－ ２１：１５．１� １２５．２
８１６ ヘブンオンアース 牝３鹿 ５４ 生野 賢一 
社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：１５．３１� １０．６�
３５ マイティマイロード 牡３鹿 ５６ 黒岩 悠世賀 聖啓氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５００－ ２１：１５．４クビ ６６．５�
６１２� スズカテキーラ 牡３芦 ５６

５３ ▲田村 太雅永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 稲原牧場 ４２０＋ ６１：１５．５� １３７．５�
７１３ メイドンネーム 牝３黒鹿５４ 高井 彰大林 順子氏 梅田 康雄 新冠 協和牧場 ４６０－ ２１：１６．９９ ３２９．６�
５９ トウカイグラマー 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４３２－ ２１：１７．２１� １５７．０�
６１１ ナイキステイブル 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己小野 誠治氏 鶴留 明雄 静内 千代田牧場 ４２６＋ ２１：１８．８１０ ４８４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１８０，６００円 複勝： ２０，７４０，９００円 枠連： ２２，１２５，３００円

普通馬連： ６１，３６４，３００円 馬単： ５８，３４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５８７，６００円

３連複： ９３，７２３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９０，０６９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２４０円 � ６８０円 � １５０円 枠 連（２－２） １１，７３０円

普通馬連 �� ９，６７０円 馬 単 �� ２０，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９００円 �� ５５０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� １３，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１８０６ 的中 � １３２８３（５番人気）
複勝票数 計 ２０７４０９ 的中 � ２２３５４（４番人気）� ５９０１（８番人気）� ４８７９２（１番人気）
枠連票数 計 ２２１２５３ 的中 （２－２） １３９３（２５番人気）
普通馬連票数 計 ６１３６４３ 的中 �� ４６８７（２８番人気）
馬単票数 計 ５８３４７１ 的中 �� ２０７２（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５８７６ 的中 �� １５１２（２８番人気）�� ８９６９（４番人気）�� ２２１２（２１番人気）
３連複票数 計 ９３７２３３ 的中 ��� ４９７３（４０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．６―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．９―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハードリレー �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．８．２７ 小倉２着

２００４．３．２９生 牡３栗 母 ソニャトーレ 母母 タケノアロー ９戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイキステイブル号は，平成１９年３月１７日まで平地競走に出走できない。



０４０７４ ２月１７日 曇 良 （１９京都２）第７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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１３� トーホウレーサー 牡３栗 ５６ 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 新冠 松本 信行 ５１４± ０１：５５．５ ３．８�

１１ �� ヒシヴェンチャー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎阿部雅一郎氏 佐山 優 門別 戸川牧場 ４８２－ ６１：５５．９２� ２．８�
５７ �� ナリタコンコルド �３鹿 ５６ 上村 洋行�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：５６．２１� １４．４�
６１０�� テンシノライアン 牡３鹿 ５６ 武 豊杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 富菜牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ９．８�
６９ � プライムオヴライフ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠近藤 英子氏 松田 博資 静内 畠山牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ３．３�
７１２� ファンドリメロデイ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅水戸 富雄氏 西園 正都 浦河 市川牧場 ４７２± ０１：５６．５１� ３０．１�
２２ � マーブルジーン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４６２＋ ４１：５６．７１� ５９．８	
４５ � シゲルオブリガード 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 西園 正都 新冠 競優牧場 ４８２－ ６１：５６．９１� ７２．０

５８ � ビコーフェザー 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４２４－ ４１：５７．０クビ ２１．５�
７１１� ワイルドキング 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 鵡川 清水ファーム ５０２± ０ 〃 クビ ４７．４
４６ �� マッキーパシオン 牝３鹿 ５４ 小牧 太薪浦 亨氏 梅田 康雄 三石 ヒサイファーム ４５０－ ８１：５８．２７ １００．６�
３３ � サ ー ブ ル ス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一幅田 昌伸氏 池添 兼雄 門別 中前 義隆 ４６２＋ ２１：５８．４１� １３１．８�
３４ �� サルバドールボス 牡３栗 ５６ 武士沢友治則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ５０６± ０１：５８．７１� ２３５．６�
８１４�� メイショウジョウガ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 多田 善弘 ３９０－ ４２：０３．４大差 ４９６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１００，８００円 複勝： ２３，７５３，７００円 枠連： ２５，２２５，４００円

普通馬連： ６６，７６１，６００円 馬単： ６７，０１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８４５，７００円

３連複： ９９，３９８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２５，１０２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（１－８） ４９０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ６６０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１００８ 的中 � ３９９１８（３番人気）
複勝票数 計 ２３７５３７ 的中 � ４８９５２（２番人気）� ７１０５８（１番人気）� １９５１１（４番人気）
枠連票数 計 ２５２２５４ 的中 （１－８） ３８２８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６７６１６ 的中 �� １００７４２（１番人気）
馬単票数 計 ６７０１６７ 的中 �� ４４８６２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８４５７ 的中 �� ４０３２５（１番人気）�� ７５９６（７番人気）�� １０６９１（６番人気）
３連複票数 計 ９９３９８５ 的中 ��� ５７６７０（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１３．３―１３．９―１３．７―１３．２―１２．７―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３７．２―５１．１―１：０４．８―１：１８．０―１：３０．７―１：４３．０

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

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

勝馬の
紹 介

�トーホウレーサー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．１１．１９ 京都８着

２００４．３．６生 牡３栗 母 パ シ ア ン 母母 ビユーテイライダー ６戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウジョウガ号は，平成１９年３月１７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〕 サーブルス号は，平成１９年３月１７日まで平地競走に出走できない。



０４０７５ ２月１７日 曇 良 （１９京都２）第７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
１：２１．９

重

重

２４ � マーベラスアロー 牡３栗 ５６
５５ ☆鮫島 良太笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４６６－ ２１：２６．４ ５．３�

３６ � アグネスマーズ 牡３栗 ５６ 本田 優渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５１４－ ４１：２６．５� ６３．２�
７１４� ヒシアスペン 牝３栗 ５４ 武 幸四郎阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Allen E. Paul-

son Living Trust ４８４＋ ２１：２６．６クビ ２２．５�
８１６	 ウインルーセント 牡３栗 ５６ O．ペリエ �ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ４９８－ ２ 〃 ハナ ３．８�

（仏）

２３ � スターアイル 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 音無 秀孝 愛 Tower
Bloodstock ４８０－１２ 〃 ハナ ２１．６�

５１０� ナムラジョンブル 牡３鹿 ５６ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８０± ０１：２７．０２� ２．０�
６１１� メイショウグンシ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４６４－ ４１：２７．５３ ９４．５	
３５ エプソムスタウト 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 野元 昭 新冠 辻 和明 ４６２－ ８１：２７．８２ ２７５．０

４７ � スーパーレインボー 牝３栗 ５４ M．デムーロ後藤 繁樹氏 瀬戸口 勉 静内 タイヘイ牧場 ４５８－１２１：２８．０１� １００．９�

（伊）

１１ �	 アドマイヤデューク 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２８．１クビ ９．０�
５９ リバートーマス 牡３栗 ５６ 須貝 尚介河越 武治氏 須貝 彦三 門別 小岩ファーム ４６０－ ２１：２８．３１
 ３７０．３
１２ ペプチドホマレ 牡３鹿 ５６ 田中 学沼川 一彦氏 橋本 寿正 浦河 成隆牧場 ４８６－ ６１：２８．５１� ６０５．６�

（兵庫）

４８ キタサンコンバット 牡３黒鹿５６ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ４８６－ ２１：２８．７� ６５．３�
７１３ ウルトラストーン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 坂本 春雄 ４９６＋ ２１：２８．８� ２６．６�
８１５ ケイアイグールマン 牡３鹿 ５６ 幸 英明亀田 守弘氏 松元 省一 静内 大滝 康晴 ４８８± ０１：２９．１２ １０５．５�
６１２ マンヲジシテ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 門別 高山 博 ４４０－１０１：３０．４８ ２５６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６６７，８００円 複勝： ３０，２１９，８００円 枠連： ２６，６７４，４００円

普通馬連： ８７，６７８，１００円 馬単： ８１，４７１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６４９，６００円

３連複： １１５，４２５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，７８７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２１０円 � １，３７０円 � ４９０円 枠 連（２－３） ８，２２０円

普通馬連 �� １９，６７０円 馬 単 �� ３８，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９２０円 �� １，１８０円 �� ７，６４０円

３ 連 複 ��� ６８，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６６７８ 的中 � ３６８０５（３番人気）
複勝票数 計 ３０２１９８ 的中 � ４９０８９（３番人気）� ４８２２（８番人気）� １５３４４（５番人気）
枠連票数 計 ２６６７４４ 的中 （２－３） ２３９６（１７番人気）
普通馬連票数 計 ８７６７８１ 的中 �� ３２９０（３６番人気）
馬単票数 計 ８１４７１９ 的中 �� １５７７（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６４９６ 的中 �� １５９０（３０番人気）�� ５５６５（１１番人気）�� ８０９（４６番人気）
３連複票数 計１１５４２５９ 的中 ��� １２５１（１１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．５―４７．６―１：００．１―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マーベラスアロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．１２．３ 阪神２着

２００４．３．１６生 牡３栗 母 マーベラスロマン 母母 シードランサー ５戦１勝 賞金 １１，１５０，０００円
〔発走状況〕 ナムラジョンブル号は，枠入り不良。発走時刻５分遅延。
〔制裁〕 スーパーレインボー号の騎手M．デムーロは，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１００，０００円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナムラジョンブル号は，平成１９年２月１８日から平成１９年３月１１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エルゴスム号・トーナメントシチー号
※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。



０４０７６ ２月１７日 曇 良 （１９京都２）第７日 第４競走 ��
��１，４００�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 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

６７ � タガノティアーズ 牝３鹿 ５４
５３ ☆鮫島 良太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２８ ―１：２７．２ ３．５�

４４ � ヤマニンキュリオ 牡３栗 ５６ 武 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４９４ ―１：２７．４１� ２．０�
１１ ラブリーコンサート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠上茶谷 一氏 矢作 芳人 静内 友田牧場 ４５０ ―１：２７．９３ １１．７�
５６ ナナヨーウインド 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦尾崎 和助氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４７２ ―１：２８．６４ ４５．１�
６８ キングプロテア 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７８ ―１：２８．７� １６．８�
３３ デンコウブラック 牡３鹿 ５６ 池添 謙一田中 康弘氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５２０ ―１：２８．８	 ３２．２�
５５ ブ レ ス ラ ン 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２ ―１：２９．４３� ５０．４	
７１０ トーワシャトル 牡３芦 ５６ 福永 祐一齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４８０ ―１：２９．５	 ５．８

２２ ベルモントバンビ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４６０ ―１：２９．６クビ １８８．４�
８１１� ウォーターパスタ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典山岡 良一氏 田所 清広 浦河 富菜牧場 ３７８ ―１：３０．２３� ９８．８�
８１２ キンシペガサス 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫若草クラブ 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４６ ―１：３０．３クビ ２２．５

（愛知）

７９ ヨシアイビーム 牝３芦 ５４ 幸 英明田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４２４ ―１：３０．７２� ２１９．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，７３８，５００円 複勝： １９，１２３，５００円 枠連： ２６，７９０，１００円

普通馬連： ５５，２９９，６００円 馬単： ７０，４２１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３２４，７００円

３連複： ８１，４４７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２８９，１４５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（４－６） ２１０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ８００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７３８５ 的中 � ４２４４４（２番人気）
複勝票数 計 １９１２３５ 的中 � ３５３２７（２番人気）� ６７８８６（１番人気）� １４７６６（５番人気）
枠連票数 計 ２６７９０１ 的中 （４－６） ９５２６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５２９９６ 的中 �� １０３５５５（１番人気）
馬単票数 計 ７０４２１８ 的中 �� ５０５９４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３２４７ 的中 �� ２３４７２（１番人気）�� ４６２３（１０番人気）�� ９６５４（５番人気）
３連複票数 計 ８１４４７５ 的中 ��� ４５７８１（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３７．１―４９．９―１：０２．７―１：１５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タガノティアーズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００４．３．２７生 牝３鹿 母 タガノピアース 母母 タガノスリッパー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ヨシアイビーム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０７７ ２月１７日 曇 良 （１９京都２）第７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

１１ シゲルタック 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４５６＋ ２２：０４．３ ８．２�
（愛知）

２４ � ブリトマルティス 牝３鹿 ５４ 幸 英明吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４１６－ ４２：０４．４� １５０．８�
７１４�� マンハッタンスカイ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �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 ５０８± ０２：０４．７１� ８．８�
２３ �� ミスズトップロード 牡３栗 ５６ O．ペリエ 永井 啓弍氏 加藤 敬二 三石 タガミファーム ５０４＋ ６２：０４．８� ２．７�

（仏）

４７ 	 デマントイドリバー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�嶋 哲氏 角居 勝彦 米 Damara
Farm ４６８± ０２：０４．９クビ ３．８�

６１１	 エーシンエヴァン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二平井 宏承氏 宮本 博 米 Winches-
ter Farm B４９２＋ ６ 〃 クビ ２４．５�

３５ 	 ニライカナイ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行吉田 和子氏 矢作 芳人 愛 T. Boylan ４２０＋ ４２：０５．１１
 ２９３．３	
５９ テイエムフッカツ 牡３鹿 ５６ 川島 信二竹園 正繼氏 新川 恵 静内 石川 栄一 ４６６＋ ４２：０５．２クビ ２７．１

１２ 	 ロマンチックライト 牡３黒鹿５６ C．ルメール 青山 洋一氏 加藤 征弘 英 The Bounty

Hunters ４７２＋ ４２：０５．５１� ８０．８�
（仏）

６１２ コウエイマイホープ 牡３鹿 ５６
５５ ☆鮫島 良太西岡 静男氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２６＋ ２２：０５．６
 ３７７．０�

７１３	 ピサノアキヅキ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一市川 義美氏 河内 洋 米 Brookdale ４６４－ ６２：０５．７� ３３．８
４８ � モハチビスティー 牡３黒鹿５６ 武 豊備前島 融氏 大江原 哲 静内 泊 寿幸 ４７４± ０ 〃 クビ ５．９�
５１０�� フジヤマクリスタル 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文藤本美也子氏 福島 信晴 えりも 能登 浩 ４２８－ ２２：０５．８クビ ２１９．３�
３６ ハートフルメロディ 牝３鹿 ５４ 本田 優 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４３２－ ２ 〃 アタマ １０１．４�
８１６� エピグラフィー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 安田 隆行 浦河 成隆牧場 ４５６＋ ８２：０６．１２ １６．５�
８１５� ナムラパトリシア 牝３鹿 ５４

５１ ▲北村 友一奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ３９６－１０２：０７．０５ １８８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６２２，４００円 複勝： ２５，７２０，０００円 枠連： ２４，７４８，２００円

普通馬連： ７３，０６７，７００円 馬単： ７０，７３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９０３，８００円

３連複： １０６，００７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３４３，８０９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２７０円 � ２，５２０円 � ２７０円 枠 連（１－２） １，１７０円

普通馬連 �� ２５，８３０円 馬 単 �� ４８，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，５００円 �� ８３０円 �� ６，６００円

３ 連 複 ��� ７１，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１６２２４ 的中 � ２０９０７（４番人気）
複勝票数 計 ２５７２００ 的中 � ２７５３２（４番人気）� ２１８８（１１番人気）� ２７４５６（５番人気）
枠連票数 計 ２４７４８２ 的中 （１－２） １５６３８（５番人気）
普通馬連票数 計 ７３０６７７ 的中 �� ２０８８（４５番人気）
馬単票数 計 ７０７３９３ 的中 �� １０８４（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９０３８ 的中 �� ８０７（４６番人気）�� ６８９５（８番人気）�� ７９４（４７番人気）
３連複票数 計１０６００７８ 的中 ��� １０９２（１２０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．０―１３．０―１３．５―１３．５―１２．１―１１．３―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３７．１―５０．１―１：０３．６―１：１７．１―１：２９．２―１：４０．５―１：５２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルタック �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００７．１．１３ 京都７着

２００４．４．１３生 牡３鹿 母 シゲルタカネビケ 母母 シゲルユートピア ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 エプソムブラスト号・エリスシチー号・カネコメハーシル号・カネトシセレブッコ号・コスモアンファング号・

セイヴィクトリー号
※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。



０４０７８ ２月１７日 雨 良 （１９京都２）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７９ メイショウエグル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 静内 フジワラフアーム ５３０＋ ４１：５３．２ １．５�

２２ � ビードラスティック 牡３黒鹿５６ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４４０± ０１：５３．６２� ６．８�
３３ ゴールデンビッグ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典森田 金治氏 安田伊佐夫 新冠 イシダファーム ４３８＋ ８１：５４．８７ １０７．８�
８１２ ニシオハンセル 牡３栗 ５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６４＋ ６１：５５．１１� ２０．８�
１１ �� キングブレーヴ 牡３鹿

５６
５３ ▲北村 友一辻 俊夫氏 安藤 正敏 浦河 ヒダカフアーム ４５２＋ ４１：５５．２� ４３．０�

５６ �� レーザーウイング 牡３黒鹿５６ 小牧 太服部 新平氏 斉藤 裕 静内 グランド牧場 ４５６± ０１：５５．５２ ４７．２�
（兵庫）

６７ � マイシスドリーム 牡３黒鹿５６ 田中 学山上 和良氏 柏原 誠路 静内 坂本 健一 ５２８－ ３１：５６．０３ ５８．０�
（兵庫） （兵庫）

５５ � キングスデライト 牡３栗 ５６ 石橋 守 	社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５３２＋ ８１：５６．１� ５．８

７１０	 ファイナルバンド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲上野 翔水上 行雄氏 小原伊佐美 浦河 笠松牧場 ４２２＋ ２１：５６．７３� ２７７．６�
４４ � シンワヘイロー 牡３青 ５６ 川田 将雅若尾 昭一氏 武 宏平 新冠 石田牧場 B４３８－ ５ 〃 アタマ ４８．４�
８１１� マイネルダイナモ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ４９４－ ２１：５６．９１
 １１．８�
６８ �� サンタナイト 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４６２± ０１：５７．８５ １２７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，５２５，４００円 複勝： ２０，１２３，６００円 枠連： ２４，８００，２００円

普通馬連： ７１，６６０，６００円 馬単： ９８，０９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５９７，０００円

３連複： １１４，６５４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７６，４５５，４００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ９６０円 枠 連（２－７） ３００円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，３４０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ５，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５２５４ 的中 � １３１４４３（１番人気）
複勝票数 計 ２０１２３６ 的中 � ８１４７７（１番人気）� ３０６２４（２番人気）� ２７８２（１０番人気）
枠連票数 計 ２４８００２ 的中 （２－７） ６１８７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１６６０６ 的中 �� １６５６８５（１番人気）
馬単票数 計 ９８０９３９ 的中 �� １７２３１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５９７０ 的中 �� ４４３４３（１番人気）�� ３６２５（１５番人気）�� １７５５（２８番人気）
３連複票数 計１１４６５４７ 的中 ��� １６８０２（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．０―４８．６―１：０２．０―１：１５．６―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３７．６
１
３

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

２
４

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

メイショウエグル �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２３ 新潟５着

２００４．３．２０生 牡３鹿 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ ７戦２勝 賞金 １７，７５０，０００円
〔騎手変更〕 レーザーウイング号の騎手下原理は，負傷のため小牧太に変更。
※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。



０４０７９ ２月１７日 雨 良 （１９京都２）第７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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

７１３ サザンビューティー 牝４芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７８＋ ６１：１２．６ ４．９�

２４ ゴットザビート 牝５栗 ５５ 幸 英明 �社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４８４＋ ２１：１２．８１� １４．２�
７１４ サ オ ヒ メ 牝５青鹿５５ O．ペリエ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 伊達 メジロ牧場 ４９６＋ ４１：１３．１２ ６．７�
（仏）

５９ ホワイトペッパー 牝５芦 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 ハナ ２．８�
５１０ チャームラブ 牝４鹿 ５５ A．スボリッチタマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 ４５８－ ２１：１３．４１� ８１．７�

（独）

４８ リトルマーメード 牝６栗 ５５ 福永 祐一山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ４００＋ ４１：１４．１４ ３７．７	
１１ ベルモントユリア 牝４黒鹿５５ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４３８－ ４ 〃 クビ ２０９．３

４７ メイショウヒミコ 牝４栗 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４４８＋ ２１：１４．２クビ ４．７�
１２ � スイートピルエット 牝４黒鹿５５ 川田 将雅シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 和田農林（有） ３９２－１６ 〃 クビ ８３．４�
６１１� コーリンラヴィアン 牝６芦 ５５ 和田 竜二伊藤 恵子氏 柴田 政見 門別 今井牧場 ５０６＋ ２１：１４．３クビ １０５．５
３５ �� グローバリズム 牝４鹿

５５
５２ ▲北村 友一岡田 牧雄氏 星野 忍 静内 岡田スタツド ４５８＋１８１：１４．６１� ２０１．９�

８１６ ブルーミングスノー 牝４芦 ５５ 武 豊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ７．２�
２３ メジロターキッシュ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 B４７８－１０１：１４．７クビ ２６．０�
６１２� メイショウサミダレ 牝５鹿 ５５ 千田 輝彦松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４３６± ０１：１４．９１	 ３６６．２�
３６ � キョウコマチ 牝４鹿 ５５ 小原 義之長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４３０＋ １１：１５．５３� ２４３．３�
８１５� オーガスタムーン 牝５鹿 ５５ 上村 洋行吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 様似 様似共栄牧場 ４２６－ ６１：１５．６� ３９６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２０５，７００円 複勝： ３１，２９１，５００円 枠連： ２９，２０３，６００円

普通馬連： ９４，８３２，３００円 馬単： ８４，７７２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６６６，０００円

３連複： １３２，９１９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４２７，８９０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２３０円 � ３８０円 � ２９０円 枠 連（２－７） １，４００円

普通馬連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� １，０１０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ９，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２０５７ 的中 � ４２９３２（３番人気）
複勝票数 計 ３１２９１５ 的中 � ３８９７６（３番人気）� ２０３３０（６番人気）� ２８３６２（５番人気）
枠連票数 計 ２９２０３６ 的中 （２－７） １５４２１（７番人気）
普通馬連票数 計 ９４８３２３ 的中 �� １６９５１（１６番人気）
馬単票数 計 ８４７７２３ 的中 �� ９９１０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６６６０ 的中 �� ５０９９（１６番人気）�� ７１２５（１２番人気）�� ５３０８（１５番人気）
３連複票数 計１３２９１９１ 的中 ��� ９９８８（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．１―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．３―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンビューティー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．１０．１５ 京都２着

２００３．４．４生 牝４芦 母 マイケルズヒーザー 母母 North Sider ７戦２勝 賞金 ２３，２８４，０００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。
（非抽選馬） ５頭 クィーンマルトク号・サフランキセキ号・ジーティーピーチ号・ユキーナ号・ワンダーグラス号
※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。



０４０８０ ２月１７日 雨 良 （１９京都２）第７日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

２２ � セイウンビバーチェ 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-
oughbreds ５０４－ ６２：０２．２ １３．４�

６１１ アグネスヘルメス 牡５鹿 ５７ 和田 竜二渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４２：０２．９４ ５０．８�
８１５�	 チェリームーン 牝４芦 ５４ 本田 優秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４６８－１２２：０３．０クビ ２２．２�
２３ � デンコウミサイル 牡４栗 ５６ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ １４．９�
３４ � ワンダーポテンシア 牡４青鹿５６ 石橋 守山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ １６３．７�
１１ � ビートオール 牡４黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 清水 英克 早来 ノーザンファーム B４５６－１２２：０３．１
 １１０．０�
６１０�� アドマイヤサンサン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２２：０３．２� ２．０	
４６ � フサイチシャナオー 牡４黒鹿５６ 武 豊関口 房朗氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ４２：０３．３クビ ６．７

５８ �	 ゴールデンラダー 牡４黒鹿５６ 芹沢 純一�ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４６６－ ２２：０３．５１
 １４４．４�
７１２ ハリーダンカン 牡４黒鹿５６ 渡辺 薫彦高田 久成氏 鹿戸 幸治 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ６２：０３．６
 ４９．０�
８１４ コスモソング 牝５鹿 ５５

５２ ▲上野 翔熊田 晋作氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４４２－ ４２：０３．７� ３９７．５
７１３ セレーノカント 牡４鹿 ５６ 川田 将雅山本 敏晴氏 岡田 稲男 えりも エクセルマネジメント ４８２＋１８ 〃 クビ ２１．９�
４７ �� アドラーブルキス 牝４栗 ５４ 安部 幸夫吉田 勝利氏 梅田 康雄 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ４３０± ０２：０３．８クビ １２８．６�
（愛知）

３５ � ディルシード 牡５栗 ５７ O．ペリエ 吉田 和美氏 池江 泰寿 新 J W Campin ５０４＋１０２：０４．５４ ３．５�
（仏）

５９ エムテイコウテン 牡５栗 ５７ 熊沢 重文山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４６６＋ ４２：０６．１１０ １３４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，０６８，２００円 複勝： ２７，６５８，１００円 枠連： ２９，０３５，５００円

普通馬連： １１１，５７１，９００円 馬単： １０５，２７２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０９９，３００円

３連複： １５６，９１２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４８４，６１８，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ４５０円 � ９６０円 � ５３０円 枠 連（２－６） ４９０円

普通馬連 �� ２２，３１０円 馬 単 �� ４８，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９９０円 �� ２，１５０円 �� ６，６９０円

３ 連 複 ��� ９６，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０６８２ 的中 � １４７７５（４番人気）
複勝票数 計 ２７６５８１ 的中 � １６８６４（５番人気）� ７１６７（９番人気）� １４１４７（６番人気）
枠連票数 計 ２９０３５５ 的中 （２－６） ４４２５７（２番人気）
普通馬連票数 計１１１５７１９ 的中 �� ３６９２（３５番人気）
馬単票数 計１０５２７２９ 的中 �� １６１４（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０９９３ 的中 �� １７９２（３３番人気）�� ３３９０（１９番人気）�� １０６０（４４番人気）
３連複票数 計１５６９１２９ 的中 ��� １１９７（１３４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１２．１―１２．６―１２．９―１２．５―１２．２―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．５―１：００．１―１：１３．０―１：２５．５―１：３７．７―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�セイウンビバーチェ �
�
父 Precise End �

�
母父 Relaunch デビュー ２００４．７．１１ 阪神４着

２００２．２．１１生 牡５鹿 母 Definition 母母 Hawkeye’s Girl ２６戦３勝 賞金 ４６，９４６，０００円
〔制裁〕 セレーノカント号の調教師岡田稲男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 エムテイコウテン号は，平成１９年３月１７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。



０４０８１ ２月１７日 雨 良 （１９京都２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�つ ば き 賞

発走１４時３５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ � コートユーフォリア 牡３栗 ５６ M．デムーロ前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ４７２－１０２：０４．０ ２２．８�
（伊）

３３ � ヒラボクロイヤル 牡３黒鹿５６ C．ルメール�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４９０＋ ４２：０４．１� ３．９�
（仏）

４５ � カネトシリベルテ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４４８－ ４２：０４．２	 ５５．４�
６９ � ダノンフローラ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４２２－ ６２：０４．６２� ３．８�
２２ ニシノマニッシュ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４７０± ０２：０４．９１	 ２４．４�
５６ ケープポルト 牡３芦 ５６ 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 ５３２－ ２２：０５．０� ３．２	

（仏）

８１３� アドマイヤマジン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠佐々木主浩氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ５０４－ ６２：０５．１クビ ７．２

４４ ヤマニンエクレール 牡３鹿 ５６ 武 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４９０－ ２２：０５．４２ ７．２�
７１０ スウィープシルバー 牡３芦 ５６ 石橋 守山本 茂氏 松永 昌博 三石 猪野毛牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ４９．３�
５７ � ツカサラッキー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３４± ０２：０５．６１ １１７．６
７１１
 エーシンエーユー 牝３芦 ５４ 池添 謙一平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４７０－ ４ 〃 クビ １８５．９�
６８ � トミノダンディ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫冨藤 敏男氏 藤田 正治 新冠 安達 洋生 ４７４－ ８２：０５．８１� ３６３．９�

（笠松） （愛知）

８１２� メルシーコバン 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井 康郎氏 湯窪 幸雄 浦河 大成牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ １６４．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，８３４，１００円 複勝： ４４，５４７，６００円 枠連： ２９，４４３，５００円

普通馬連： １６７，１３７，６００円 馬単： １１９，１５４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，６０１，５００円

３連複： １４５，６６７，６００円 ３連単： ３８６，９６９，２００円 計： ９６６，３５５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２８０円 複 勝 � ５７０円 � １５０円 � １，２８０円 枠 連（１－３） ３，７００円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ９，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ６，４８０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ３１，８１０円 ３ 連 単 ��� ２３４，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３５８３４１ 的中 � １２３９４（６番人気）
複勝票数 計 ４４５４７６ 的中 � １７１５６（７番人気）� １１０２１５（１番人気）� ７００８（９番人気）
枠連票数 計 ２９４４３５ 的中 （１－３） ５８７７（１３番人気）
普通馬連票数 計１６７１３７６ 的中 �� ３９８８５（１１番人気）
馬単票数 計１１９１５４３ 的中 �� ９２６５（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７６０１５ 的中 �� ８１８９（１４番人気）�� １３９４（４０番人気）�� ３８２６（２３番人気）
３連複票数 計１４５６６７６ 的中 ��� ３３８０（６２番人気）
３連単票数 計３８６９６９２ 的中 ��� １２１７（３９７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．３―１２．５―１３．１―１３．３―１２．８―１２．２―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３６．３―４８．８―１：０１．９―１：１５．２―１：２８．０―１：４０．２―１：５２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コートユーフォリア �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００６．８．１３ 札幌８着

２００４．３．１９生 牡３栗 母 サークルメモリー 母母 サークルシヨウワ ６戦２勝 賞金 ２０，０７９，０００円
※ダノンフローラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０８２ ２月１７日 雨 稍重 （１９京都２）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

や ま と

大 和 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ � ゴッドヘイロー 牡７青鹿５７ M．デムーロ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１４－ ２１：２４．０ ３．３�

（伊）

８１５� ワールドドン 牡６鹿 ５７ 小牧 太池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.
Plumley ４９２＋ ２１：２４．３１	 ３０．３�

３６ タ マ モ ド ン 牡１０栗 ５７ 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ５４０＋ ４１：２４．５１
 ９．９�
３５ � セイウンワキタツ 牡４鹿 ５７ 武 豊西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４７６＋ ２ 〃 ハナ ７．３�
５１０ タータンフィールズ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４８０＋ ６１：２４．９２� １４．８�
４８ � ビッグアラミス 牡５黒鹿５７ 上村 洋行百万 武夫氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ４６０－ ４１：２５．１１
 ７．４�
１２ � キャントンガール 牝５鹿 ５５ 和田 竜二平井 豊光氏 岡田 稲男 米

Pope McLean Sr., Pope
McLean Jr., Marc McLean,
Mt. Joy Stables et al

４６２－ ２ 〃 アタマ ４７．１	
２３ � ウォーターバロン 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５１０＋ ８１：２５．６３ １７．１

６１１� パントマイミスト 牡６栗 ５７ 安部 幸夫�ダイリン 大久保龍志 門別 大沢育成牧場 ４６６＋ ２１：２５．７クビ １０．１�

（愛知）

２４ � パープルコブラ ６黒鹿５７ 角田 晃一中野 銀十氏 飯田 雄三 静内 下村 繁正 ４６０－ ６１：２５．９１� １８４．４�
６１２� エキサイトアルダン ７芦 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 森 秀行 米 Rick Kaster &

Nancy Kaster ４７０± ０１：２６．１１� １２０．６
７１４� ソリッドエビデンス 牡６鹿 ５７ C．ルメール 平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-

bleau Farm ４４６＋ ４１：２６．２クビ ３２．１�
（仏）

５９ � コンプレッソ 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Pegasus Blood-
stock USA, Inc. ４７６－ ４１：２６．７３ ５．５�

（仏）

８１６ ナリタチャンピオン 牡８栗 ５７ 渡辺 薫彦�オースミ 宮本 博 浦河 谷川牧場 B４６０＋ ２１：２７．１２� ４０．０�
７１３� タガノエスペランサ 牡４鹿 ５７ 本田 優八木 良司氏 橋本 寿正 新冠 越湖牧場 ４３８－ ４ 〃 アタマ １８．７�

（１５頭）
１１ プレザントウインド 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 古川 平 白老 白老ファーム ４４４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３０，６１６，８００円 複勝： ４２，５３０，４００円 枠連： ５１，１９１，４００円

普通馬連： ２１０，９５１，０００円 馬単： １２５，３７９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，０６０，５００円

３連複： ２００，６７８，３００円 ３連単： ４２９，１３５，２００円 計： １，１３８，５４３，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ６５０円 � ２９０円 枠 連（４－８） ２，９００円

普通馬連 �� ５，８７０円 馬 単 �� ９，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７６０円 �� ６００円 �� ２，９２０円

３ 連 複 ��� １６，１９０円 ３ 連 単 ��� ７８，５９０円

票 数

単勝票数 差引計 ３０６１６８（返還計 ４３１６） 的中 � ７４０８３（１番人気）
複勝票数 差引計 ４２５３０４（返還計 ５５８９） 的中 � ９９１９４（１番人気）� １３０７７（１０番人気）� ３５９３７（５番人気）
枠連票数 差引計 ５１１９１４（返還計 ４９６） 的中 （４－８） １３０６３（１４番人気）
普通馬連票数 差引計２１０９５１０（返還計 ６３５１６） 的中 �� ２６５６４（２６番人気）
馬単票数 差引計１２５３７９４（返還計 ３８８６１） 的中 �� １００２６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４８０６０５（返還計 １７９６９） 的中 �� ６５６６（２６番人気）�� ２１２２８（３番人気）�� ３８８９（４１番人気）
３連複票数 差引計２００６７８３（返還計１０１５１２） 的中 ��� ９１５１（５９番人気）
３連単票数 差引計４２９１３５２（返還計２２０２７８） 的中 ��� ４０３０（２７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．８―４６．９―５９．０―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴッドヘイロー �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 Woodman

２０００．５．１１生 牡７青鹿 母 ウッディークー 母母 ブリズントゥアウィン ２１戦４勝 賞金 ５８，９０５，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦１勝］

〔競走除外〕 プレザントウインド号は，馬場入場後に暴走。疲労が著しいため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 クリノゴールド号・グレイトアロー号・タツシャンハイ号・ナムラアトランテス号・ハギノプレシャス号・

ブイトール号
※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。



０４０８３ ２月１７日 雨 稍重 （１９京都２）第７日 第１１競走
第１００回農林水産省賞典

��
��２，２００�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万
円超過馬は超過額４，０００万円毎１�増，�：４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，０７８，０００円 ３０８，０００円 １５４，０００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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

６９ アドマイヤムーン 牡４鹿 ５９ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８２＋１２２：１７．２ ４．０�

３３ ポップロック 牡６鹿 ５８ O．ペリエ 吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５０６＋１２ 〃 クビ ２．２�
（仏）

５７ トウショウナイト 牡６栗 ５７ 武士沢友治藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８６－１０２：１７．４１� ４．９�

１１ 	 エアセレソン 牡７黒鹿５７ M．デムーロ �ラッキーフィールド伊藤 雄二 静内 藤原牧場 ４８２＋１６２：１７．６１
 ５７．６�
（伊）

３４ スウィフトカレント 牡６青鹿５７ 福永 祐一 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４９２＋１４ 〃 ハナ １２．６�
７１２� マイソールサウンド 牡８栗 ５８ 本田 優佐野 清氏 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４８４＋１２２：１７．８１� ５０．５	
４５ � アマノブレイブリー 牡７黒鹿５７ 川田 将雅中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 昭和牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ １９４．１

４６ �	 ロ ジ ッ ク 牡４黒鹿５６ C．ルメール 前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ５１０＋ ６２：１７．９
 ３５．４�

（仏）

２２ トウカイワイルド 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４９８± ０２：１８．１１� １１．４�
５８ シルクネクサス 牡５栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０６＋ ６ 〃 アタマ ３６．３
８１４� ファストタテヤマ 牡８鹿 ５８ 武 幸四郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 新冠 秋田牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ３４．２�
７１１ オースミグラスワン 牡５栗 ５７ 川島 信二�オースミ 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ５３４－ ６２：１８．２クビ ５７．６�
６１０ ローゼンクロイツ 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋１８２：１８．８３
 ３６．７�
８１３ トリリオンカット 牡７栗 ５７ 和田 竜二 �キャロットファーム 音無 秀孝 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４８０＋１８ 〃 クビ ６８．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０６，０８７，７００円 複勝： １２５，７１１，０００円 枠連： １０５，２１４，５００円

普通馬連： ６８６，３９０，１００円 馬単： ４２８，５１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５０，４２６，７００円

３連複： ６１９，３９３，７００円 ３連単： １，４８６，４５６，１００円 計： ３，７０８，１９６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－６） ３４０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４６０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ４，０７０円

票 数

単勝票数 計１０６０８７７ 的中 � ２０９６５１（２番人気）
複勝票数 計１２５７１１０ 的中 � ２０１５３４（３番人気）� ３６７７０３（１番人気）� ２４３１６４（２番人気）
枠連票数 計１０５２１４５ 的中 （３－６） ２３０１２７（１番人気）
普通馬連票数 計６８６３９０１ 的中 �� １１３７５６２（１番人気）
馬単票数 計４２８５１６７ 的中 �� ３１９２９０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５０４２６７ 的中 �� １７６４４８（２番人気）�� ６７６６７（５番人気）�� １９８４５０（１番人気）
３連複票数 計６１９３９３７ 的中 ��� ５２９７１６（１番人気）
３連単票数 計１４８６４５６１ 的中 ��� ２７０１９３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．１―２５．２―３８．６―５１．２―１：０３．７―１：１６．８―１：２９．６―１：４１．６―１：５３．２―２：０４．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤムーン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．１０ 函館１着

２００３．２．２３生 牡４鹿 母 マイケイティーズ 母母 ケイティーズファースト １１戦７勝 賞金 ３５０，８１８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



０４０８４ ２月１７日 雨 稍重 （１９京都２）第７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）

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

７１４� キクノハヤテ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠菊池 五郎氏 目野 哲也 三石 三石川上牧場 ５０４－ ４１：５１．７ ７．２�

１２ � ウォーターダッシュ 牡５黒鹿５７ 武 豊山岡 良一氏 鹿戸 幸治 門別 松平牧場 ５２８－ ８１：５１．９１	 ２．０�
３６ シーサンダー 牡５鹿 ５７ 田島 裕和藤田 宗平氏 藤沢 則雄 浦河 野村 正 ５２０± ０１：５２．０
 ３９．１�
２４ ヤマニンコーリング 牡５鹿 ５７ M．デムーロ土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４９６± ０１：５２．２１	 １２．２�

（伊）

４７ パ レ ス ド ン 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５５２－ ６ 〃 ハナ ７８．５�
（愛知）

１１ � セフティーローレル 牡６鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４７２＋ ８１：５２．３� １３．０�
６１１ 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 ４７８－ ２１：５２．４
 ４．３�
６１２� ジュークジョイント 牡６鹿 ５７

５６ ☆鮫島 良太 	社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：５２．５� １９．７

８１５� ワンダータイキ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム B４６８＋ ８１：５２．７１ １２６．９�
２３ メモリーガリソン 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋�シンザンクラブ 山本 正司 門別 藤本 直弘 ４７２－ ２１：５２．８
 ３６．０
３５ テイエムヘネシー 牡６栗 ５７ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４６２± ０１：５３．０１ ３９．１�
４８ �� ワールドサンボーイ ８鹿 ５７ 石橋 守大澤 毅氏 河内 洋 伊達 高橋農場 ５０６＋１０１：５３．２１
 ４２．３�
８１６� セイウンドリーム 牡８黒鹿５７ 小坂 忠士西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B４６８－ ４１：５３．３クビ ３１７．５�
７１３ テーオーキング ６鹿 ５７ 藤岡 佑介小笹 公也氏 鹿戸 幸治 新冠 中本 隆太郎 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ３３．２�

５１０�� フォグキャスケード 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム B４９６± ０１：５３．５１
 １０６．１�
（７９７４）

５９ � ウォーターポロ 牡４鹿 ５６ C．ルメール 山岡 良一氏 岡田 稲男 門別 日高大洋牧場 ４６６＋ ６１：５３．６
 ６４．８�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，０６６，９００円 複勝： ６０，６８９，３００円 枠連： ６３，６７４，８００円

普通馬連： ２４５，４２５，５００円 馬単： １８２，４４６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，５０４，６００円

３連複： ２４４，７６９，０００円 ３連単： ５９４，１０３，６００円 計： １，４９６，６８０，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ５６０円 枠 連（１－７） ４８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２，５９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ６，４９０円 ３ 連 単 ��� ３７，３５０円

票 数

単勝票数 計 ４４０６６９ 的中 � ４８３００（３番人気）
複勝票数 計 ６０６８９３ 的中 � ７３８３５（３番人気）� ２０５３７５（１番人気）� １７８２１（８番人気）
枠連票数 計 ６３６７４８ 的中 （１－７） ９９６８８（２番人気）
普通馬連票数 計２４５４２５５ 的中 �� ２７５５３０（２番人気）
馬単票数 計１８２４４６５ 的中 �� ６８９４２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１５０４６ 的中 �� ６１２５４（２番人気）�� ５２２４（２７番人気）�� １４６２１（１０番人気）
３連複票数 計２４４７６９０ 的中 ��� ２７８４６（１７番人気）
３連単票数 計５９４１０３６ 的中 ��� １１７４０（９５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１３．０―１２．６―１２．７―１２．６―１１．９―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３６．６―４９．２―１：０１．９―１：１４．５―１：２６．４―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キクノハヤテ �
�
父 ダ ミ ス タ ー �

�
母父 ノーザンテースト （３戦０勝 賞金 ２，５００，０００円）

２００２．５．７生 牡５鹿 母 マーブルテースト 母母 シヤダイフアースト １７戦２勝 賞金 ３６，２５５，０００円
地方デビュー ２００４．１０．１４ 園田 ［他本会外：１戦１勝］

〔発走状況〕 メモリーガリソン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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） ５頭 イズミデヒア号・オーキッドコート号・キクノエンブレム号・ゴールドイモン号・ハードオブプレイ号
※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７日 ２月１７日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２８２，３１０，０００円
３，３６０，０００円
２５，０３０，０００円
２９０，０００円
２，６７０，０００円
３０，８２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８８６，０００円
４，７８８，０００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
３９０，７１４，９００円
４７２，１０９，４００円
４５８，１２６，９００円
１，９３２，１４０，３００円
１，４９１，６３２，８００円
４８６，２６７，０００円
２，１１０，９９８，３００円
２，８９６，６６４，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，２３８，６５３，７００円

総入場人員 ２１，６７０名 （有料入場人員 ２１，２４４名）




