
０１０３７ １月１３日 晴 重 （２０京都１）第４日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

８１６ ハッピーラベンダー 牝３鹿 ５４ 小牧 太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 門別 石原牧場 ４４４± ０１：５５．８ ２８．９�

２３ ココシュニック 牝３芦 ５４ 武 豊吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４９２－ ４１：５６．０１ １．８�
１１ キンショーオトヒメ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３２－ ４１：５６．１� ５．４�
５１０ ヤマノボンディール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 高瀬牧場 ４４８± ０１：５６．２� １７．６�
６１１ キャトルキャール 牝３栗 ５４

５３ ☆中村 将之吉田 修氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４２８＋ ２ 〃 アタマ ４５．０�
３６ ローマンブリッジ 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一�下河辺牧場 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ ３．９�
１２ サマーナイトスター 牝３鹿 ５４ 河北 通吉田 勝己氏 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ２１：５６．３� ４３．０	
３５ ジョーイロンデル 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４７８－ ４１：５８．０大差 ７０．５

７１３ グランチャーム 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４９２＋ ４１：５８．２１ ３２．５�
７１４ アドマイヤサクラ 牝３青 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４４－ ４ 〃 クビ ２２．３�
４７ ニ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 上野 翔門野 重雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４８２－１０ 〃 ハナ ４３２．０
２４ コウチャシフォン 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典�イクタ 浜田 光正 門別 長谷川 一男 ４４２－ ２１：５８．８３� ３３１．０�
５９ ハッピーラッシュ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ２１：５９．１１� １１７．６�
８１５ キョウエイレフア 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦インターナシヨナル

ホース� 福島 勝 門別 インターナショ
ナル牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ５１２．６�

４８ プリムヴェール 牝３青鹿５４ 松田 大作辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２０－１０２：０１．０大差 ３０７．２�
６１２ コンゴウマイヒメ 牝３栗 ５４ 武 英智金岡 久夫氏 山内 研二 静内 出羽牧場 ４９２＋ ８２：０１．６３� ２９１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３４９，２００円 複勝： ４６，６０５，４００円 枠連： ２３，４００，６００円

普通馬連： ８０，８２７，５００円 馬単： ８９，６５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７９０，９００円

３連複： １３５，９９２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４２８，６２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８９０円 複 勝 � ５３０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－８） ２，９５０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ９，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� １，６８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ３，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３４９２ 的中 � ６３７２（６番人気）
複勝票数 計 ４６６０５４ 的中 � ９６３２（７番人気）� ２５７６２７（１番人気）� ５３１９５（３番人気）
枠連票数 計 ２３４００６ 的中 （２－８） ５８６９（９番人気）
普通馬連票数 計 ８０８２７５ 的中 �� １８７２１（９番人気）
馬単票数 計 ８９６５５９ 的中 �� ７２５４（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７９０９ 的中 �� ６１６４（１０番人気）�� ３５５０（２１番人気）�� ４６８５７（２番人気）
３連複票数 計１３５９９２２ 的中 ��� ２８４００（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１３．０―１３．６―１４．０―１３．２―１２．６―１２．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．３―５０．９―１：０４．９―１：１８．１―１：３０．７―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３７．７
１
３

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

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

ハッピーラベンダー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Fappiano デビュー ２００７．６．３０ 阪神１２着

２００５．２．７生 牝３鹿 母 スターショウ 母母 Meteor Dancer ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリムヴェール号・コンゴウマイヒメ号は，平成２０年２月１３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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エバーラスティング号・ナムラソワン号



０１０３８ １月１３日 曇 重 （２０京都１）第４日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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 ライフチェンジ �３鹿 ５６
５３ ▲田中 健杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４０＋ ２１：１２．６ ３．６�

６１２ メイショウイッキ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好�氏 安田伊佐夫 浦河 浦河日成牧場 ４６８＋ ４１：１２．８１� ４．０�
５１０ ファイナルパンチ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ ２０１．１�
３６ � ド ゥ ー エ ン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４５０＋ ２１：１２．９クビ ９．５�
２４ アサケボーイ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大橋 堯氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４９２＋ ２１：１３．３２� ３．２�
６１１ タイハクザン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤岡 康太菅原 史博氏 松永 幹夫 三石 筒井 征文 ４８６－ ２１：１３．５１� １７５．３	
２３ グルービーアイズ 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一ディアレスト 斎藤 誠 新冠 山内 鈴子 ４５２－ ６ 〃 アタマ １６．０

８１５ ハーバーブリッジ 牡３鹿 ５６ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 門別 ナカノファーム ４８８＋ ４１：１３．６クビ ３１．９�
７１４ シーシャトー 牡３鹿 ５６ 石橋 守藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４３４－ ２１：１３．７	 ２２．０�
４８ テイエムコオタロ 牡３栗 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 門別 藤本ファーム ４７２＋ ８１：１３．８� ９．５
８１６ ジエクストリーム 牡３栗 ５６ 川田 将雅栗本 良明氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４８２＋１６１：１４．１１	 ８１．１�
１２ � エーシンアウォード 牝３鹿 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 北出 成人 米 Winches-

ter Farm ４３２± ０ 〃 クビ ４２．９�
１１ フィールドホワイト 牡３芦 ５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 三石 パラダイス・

ファーム ４６８＋１０１：１５．１６ １５３．２�
５９ リッカエスケープ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎立花 幸雄氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 貴博 ４２８＋ ２１：１５．９５ ３２０．８�
４７ スズカバラッド 牡３鹿 ５６ 生野 賢一永井 啓弍氏 橋本 寿正 新冠 北星村田牧場 ４５４－１４１：１６．０	 １３３．１�
７１３ シゲルロンギング 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 梅田 智之 浦河 日東牧場 ４３６± ０１：１６．５３ ３６４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８２０，７００円 複勝： ２５，８１６，９００円 枠連： ２４，６５５，６００円

普通馬連： ７４，２２８，１００円 馬単： ７７，１０７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３７５，１００円

３連複： １１３，９０６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，９１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２，４００円 枠 連（３－６） ５１０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ７，１８０円 �� ７，０６０円

３ 連 複 ��� ３５，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８２０７ 的中 � ４４１２０（２番人気）
複勝票数 計 ２５８１６９ 的中 � ５８４２８（２番人気）� ４７７８５（３番人気）� １７８０（１２番人気）
枠連票数 計 ２４６５５６ 的中 （３－６） ３６３４６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４２２８１ 的中 �� ７４０２９（３番人気）
馬単票数 計 ７７１０７３ 的中 �� ３７９２３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３７５１ 的中 �� ２３３７９（３番人気）�� ７９２（４７番人気）�� ８０６（４６番人気）
３連複票数 計１１３９０６８ 的中 ��� ２３５４（７８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．８―１２．０―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．３―４７．３―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライフチェンジ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００７．９．２９ 阪神５着

２００５．５．１生 �３鹿 母 コウエイベラドンナ 母母 スエヒロジョウオー ６戦１勝 賞金 １１，７５０，０００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） ２頭 アゲハチョウ号・シゲルデセオ号
（非抽選馬） ４頭 エーシンバウロー号・グラスゴーロック号・プレストンペスカ号・ワイルドヒーロー号



０１０３９ １月１３日 曇 重 （２０京都１）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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

４７ リーガルスキーム 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４５６ ―１：２４．５ ６．０�

３４ メイショウボンハオ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５８ ―１：２５．１３� １．６�
３５ バンジョーピジョン 牝３栗 ５４ 小牧 太才高 信安氏 服部 利之 鵡川 上水牧場 ４５４ ―１：２５．８４ １８．４�
７１３ マルタカワンタッチ 牡３黒鹿５６ 石橋 守高橋 義和氏 松永 昌博 新冠 明和牧場 ４８４ ― 〃 アタマ ２１９．８�
５８ ハッピードロップ 牝３栗 ５４

５３ ☆中村 将之�イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 ４６８ ―１：２５．９� １０５．６�
２２ ラ ケ ナ リ ア 牝３黒鹿５４ 四位 洋文吉田 和子氏 小崎 憲 三石 広田牧場 ４５０ ―１：２６．０クビ １６．７�
７１２ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５１０ ―１：２６．７４ １１６．８	
５９ プリティアリエル 牝３黒鹿５４ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 鵡川 市川牧場 ４２６ ― 〃 クビ １５．４

８１４ シンメトリーアート 牡３鹿 ５６ 角田 晃一角家 弘志氏 崎山 博樹 門別 中前 義隆 ４５８ ―１：２６．９１� ７８．９�
１１ ヒシウォーシイ 牡３栃栗５６ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 パカパカ

ファーム ４３６ ―１：２７．０� １４５．１�
２３ チャールストン 牝３黒鹿５４ 上村 洋行谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６４ ―１：２７．４２� ７．１
８１５ カイシュウペガサス 牡３栗 ５６

５３ ▲浜中 俊飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 カミイスタット ４７２ ―１：２７．８２� １８．６�
４６ ミツワフラッグ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�高昌 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４１６ ―１：２８．１１� １０２．５�
６１１ ロ ジ ュ マ ン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己川上 哲司氏 目野 哲也 門別 田中 元寿 ４７４ ―１：２８．７３� ３８．３�
６１０ エーシンカウンター 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉平井 宏承氏 野元 昭 浦河 多田 善弘 ４７０ ―１：２９．５５ ２８１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，９３０，８００円 複勝： ４３，２３１，７００円 枠連： ２６，４３１，３００円

普通馬連： ７４，１２８，１００円 馬単： １０４，７８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２４４，０００円

３連複： １２２，０４８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４２０，８０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（３－４） ３３０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，０１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９３０８ 的中 � ３２７４４（２番人気）
複勝票数 計 ４３２３１７ 的中 � ４８５４９（２番人気）� ２５９２４０（１番人気）� １４２７０（７番人気）
枠連票数 計 ２６４３１３ 的中 （３－４） ６０９４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４１２８１ 的中 �� １６２７５３（１番人気）
馬単票数 計１０４７８８４ 的中 �� ５７６７８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２４４０ 的中 �� ４４８２３（１番人気）�� ５００８（１２番人気）�� １２０７８（５番人気）
３連複票数 計１２２０４８７ 的中 ��� ５６２４１（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．８―１２．４―１２．５―１２．３―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーガルスキーム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Machiavellian 初出走

２００５．４．２９生 牡３栗 母 ミントエンジェル 母母 フロムビヨンド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ワイルドアフリカ号（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１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アコニットライアン号・ウォルトンオーラ号・エリモスラッガー号・キーボックス号・コンドルラパス号・

サンレイマグナム号・スワン号・タイキドゥカティ号・テイクザスカイ号・ハリソンバローズ号・ピサノグレース号・
プラチナベール号・ボストンティアラ号・マイネルアルカナム号・マーブルカーリー号・ミスターオリオン号・
メイショウナンシー号



０１０４０ １月１３日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２０京都１）第４日 第４競走 ��２，９３０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３５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３：１５．６良・良

７１１ エイシンニーザン 牡６栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０８＋ ６３：１６．０ ２．４�

３３ エリモマキシム �９鹿 ６０ 北沢 伸也山本 菊一氏 坂口 正則 えりも えりも農場 ４７８＋ ２３：１６．５３ ３．６�
４５ メイケイグリーン �４黒鹿５９ 白浜 雄造名古屋競馬� 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４７８＋ ６３：１７．２４ ６．８�
５８ ドリームゲッター 牡６鹿 ６０ 植野 貴也田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４９６＋ ６３：１８．２６ ２７．８�
５７ リスティアダーリン 牡７鹿 ６０ 横山 義行村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ５１６＋ ８３：１８．４１ １５．３�
８１４� トミケンクラージュ 牡４栗 ５９ 小坂 忠士冨樫 賢二氏 境 直行 浦河 �原 敏明 ５１４＋２６３：２０．５大差 １１６．５	
６１０ セフティグランプリ 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠池田 實氏 崎山 博樹 白老 習志野牧場 ５０６－ ４ 〃 アタマ １６．３

２２ ルールシャガール 牡４鹿 ５９ 出津 孝一儀賀 昭三氏 松元 茂樹 門別 三輪牧場 ５０２＋ ６３：２０．６クビ １２３．３�
１１ マイネルテアトロン 牡４鹿 ５９ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５３６＋１８３：２２．３大差 ２１．９�
８１３ メイショウデネブ 牡４鹿 ５９ 南井 大志松本 好雄氏 領家 政蔵 浦河 辻 牧場 ５３８＋ ４３：２２．９３� １４０．０
４６ マイネルエクセラン 牡６鹿 ６０ 高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 静内 コスモビューファーム ４６６－ ８３：２３．３２� ９９．１�
６９ スイートゴールド 牝５黒鹿５８ 田中 剛大澤 毅氏 中島 敏文 門別 和田農林（有） ４６０－１８３：２５．４大差 ５９．８�
３４ � シルクギャロップ 牡５鹿 ６０ 金折 知則有限会社シルク松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４ （競走中止） ７．０�
７１２ マイティーガッツ 牡４鹿 ５９ 内田 浩一小川 勲氏 宮 徹 浦河 松田 直彦 ４６０－２２ （競走中止） １６０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，２５１，７００円 複勝： １９，８９８，４００円 枠連： ２６，２４９，１００円

普通馬連： ７０，２２９，７００円 馬単： ８４，５６３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０９８，０００円

３連複： １３１，８５０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７４，１４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（３－７） ３２０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２５１７ 的中 � ６５６９３（１番人気）
複勝票数 計 １９８９８４ 的中 � ４６９２６（２番人気）� ５７３２８（１番人気）� ２４５４６（３番人気）
枠連票数 計 ２６２４９１ 的中 （３－７） ６０６７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０２２９７ 的中 �� １２５５８１（１番人気）
馬単票数 計 ８４５６３８ 的中 �� ９２５００（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０９８０ 的中 �� ３５５３２（１番人気）�� １４１９８（３番人気）�� ２０１４１（２番人気）
３連複票数 計１３１８５０７ 的中 ��� １４６６７５（１番人気）

上り １マイル １：４９．４ ４F ５１．５－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンニーザン �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００４．１２．２５ 中京２着

２００２．４．１１生 牡６栗 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 マイティーガッツ号は，２周目５号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

シルクギャロップ号は，２周目６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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 ゴールデンシャイン号・チェスナットマン号・ドングレイシー号・ニホンピロザプラウ号・フサイチシャナオー号・

ブルーショットガン号・マンノダイヤモンド号・メイショウセイラン号・メイショウブルドー号



０１０４１ １月１３日 曇 稍重 （２０京都１）第４日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５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

２４ マ ゼ ラ ン 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３０－ ６２：０４．７ ５．５�

４８ シャイニングデイ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲浜中 俊安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ４８０＋ ２２：０４．９１� ６．７�

３６ スリーオリオン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎永井商事� 橋本 寿正 浦河 信岡牧場 ４４０＋ ４ 〃 ハナ ６９．９�
８１５ ナリタダイコク 牡３黒鹿５６ 小牧 太�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ５００－ ４２：０５．１１� ８．３�
４７ メイショウジギー 牡３鹿 ５６ 角田 晃一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４３４＋ ４２：０５．４２ ５．１�
５９ アドマイヤナサ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４９８－ ２２：０５．５クビ １１．３	
２３ コパノジングー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ ３２．９

７１４ ポーラーライツ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ １１．１�
７１３ ディープスカイ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５０６± ０２：０５．６クビ ４．６�
６１１ エーケーサンライズ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅桂土地� 庄野 靖志 門別 小西 章 ４３４－ ２ 〃 クビ ７７．７
１１ トミケンプライム 牡３栗 ５６ 幸 英明冨樫 賢二氏 田島 良保 静内 落合 一巳 ４０６＋１０２：０５．８� １６２．１�
１２ ミラクルシャトー 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４４４＋ ４ 〃 クビ ８８．２�
５１０ ジャスティス 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦谷田 元彦氏 河内 洋 静内 福岡 清 ５１４＋ ２２：０６．０� １７８．３�
８１６ ニ コ ラ シ カ 牡３黒鹿５６ 橋本 美純竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７２＋ ６２：０６．２１� ４１．９�
６１２ ミダースタッチ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５２０± ０２：０６．５１� ９．６�
３５ ダノンタイガー 牡３青 ５６ 柴山 雄一�ダノックス 坂口 正則 様似 猿倉牧場 ４６４＋ ８２：０７．６７ １３３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８１７，５００円 複勝： ３８，５２０，８００円 枠連： ３１，８９３，４００円

普通馬連： １０７，７５３，３００円 馬単： ９５，９３６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１３３，６００円

３連複： １６２，２４０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４９３，２９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２５０円 � ２５０円 � １，５６０円 枠 連（２－４） １，０３０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ５，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ５，９８０円 �� ４，７２０円

３ 連 複 ��� ４６，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８１７５ 的中 � ３６１１１（３番人気）
複勝票数 計 ３８５２０８ 的中 � ４４５５０（４番人気）� ４５８６２（３番人気）� ５２３３（１１番人気）
枠連票数 計 ３１８９３４ 的中 （２－４） ２２９３７（３番人気）
普通馬連票数 計１０７７５３３ 的中 �� ２９４９０（１１番人気）
馬単票数 計 ９５９３６８ 的中 �� １１９０２（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１３３６ 的中 �� ６７００（１８番人気）�� １２９９（４９番人気）�� １６５２（４０番人気）
３連複票数 計１６２２４０５ 的中 ��� ２５６８（１０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３６．９―４９．６―１：０２．７―１：１６．３―１：２９．１―１：４１．１―１：５２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．６
１
３

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

２
４

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

マ ゼ ラ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Potrillazo デビュー ２００７．１２．２２ 阪神５着

２００５．２．３生 牡３鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 オリエンス号・カネダイシシャモ号・グリッツェルン号・フィッツロイ号



０１０４２ １月１３日 曇 稍重 （２０京都１）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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

５１０� エーシンコンファー 牝３青鹿５４ 四位 洋文平井 宏承氏 松永 幹夫 米 Winches-
ter Farm ４５６ ―１：３６．５ １３．４�

８１６ ス ピ リ タ ス �３栗 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４２６ ―１：３７．１３� ４０．１�
３５ マルブツグランデラ 牡３栗 ５６

５３ ▲浜中 俊大澤 毅氏 中尾 正 浦河 桑田牧場 ４５０ ―１：３７．８４ ９３．０�
２４ フサイチクリヨン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅関口 房朗氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４ ― 〃 ハナ ５．２�
７１３ ドリームボート 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �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 ５１２ ―１：３７．９クビ ６．１�
１１ オ コ リ ン ボ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小田切有一氏 谷 潔 門別 浦新牧場 ４１２ ― 〃 クビ １８．８�
５９ ファイアレッド 牡３青鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム ４７４ ―１：３８．２２ ６．４	
８１５ メイショウシーカー 牝３黒鹿５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 バンダム牧場 ４５８ ―１：３８．６２� ８０．４

４８ オースミヒエン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤岡 康太�オースミ 武 邦彦 浦河 太陽牧場 ３９０ ― 〃 アタマ ９４．５�
４７ マックリーン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�柏台牧場 羽月 友彦 大樹 柏台牧場 ４８０ ―１：３８．７� ３３．８
３６ チアズアブソーブ 牡３栗 ５６ 長谷川浩大北村キヨ子氏 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４５２ ― 〃 クビ ２６．６�
６１２ ガイディングスター 牡３栗 ５６ 武 豊吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５３６ ―１：３８．８クビ ２．３�
１２ サフランチカラ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４６６ ― 〃 クビ ３３．４�
７１４ ダンツキャピタル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一山元 哲二氏 橋本 寿正 新冠 岡 裕 ４３２ ―１：３８．９クビ １０５．３�
２３ ケンブリッジマーチ 牝３鹿 ５４ 石橋 守谷口 貞保氏 松永 康利 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６２ ―１：３９．６４ １６０．０�
６１１ マリンスノー 牝３栗 ５４ 幸 英明窪田 康志氏 吉田 直弘 静内 千代田牧場 ４０６ ―１：３９．７� ６９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６００，０００円 複勝： ３０，９０１，１００円 枠連： ２８，９９６，６００円

普通馬連： ８６，８３６，２００円 馬単： ９５，２３５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７７２，７００円

３連複： １３０，８３３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４２７，１７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ４１０円 � １，４１０円 � １，９５０円 枠 連（５－８） ５，７３０円

普通馬連 �� ３１，２７０円 馬 単 �� ５３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，７４０円 �� ８，６６０円 �� ２８，８８０円

３ 連 複 ��� ５３３，４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７６０００ 的中 � １６２４４（５番人気）
複勝票数 計 ３０９０１１ 的中 � ２２３８８（５番人気）� ５５１３（１０番人気）� ３９１０（１３番人気）
枠連票数 計 ２８９９６６ 的中 （５－８） ３７３５（１９番人気）
普通馬連票数 計 ８６８３６２ 的中 �� ２０５０（５５番人気）
馬単票数 計 ９５２３５３ 的中 �� １３１０（９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７７２７ 的中 �� ９８２（５４番人気）�� ７６２（６３番人気）�� ２２７（１０４番人気）
３連複票数 計１３０８３３８ 的中 ��� １８１（４２１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．８―１２．０―１２．２―１２．２―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．０―４８．０―１：００．２―１：１２．４―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンコンファー �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Storm Cat 初出走

２００５．２．１２生 牝３青鹿 母 Eishin Cynthiana 母母 By Land by Sea １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 マリンスノー号の調教師吉田直弘は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アドベンティスト号・オーミカンターレ号・クレバーヒーロー号・グレートベッセル号・ダイワスピリット号・

ナリタトルネード号・バリュアブルズ号・ファンドリバトル号・プロフェッショナル号・ヘヴンリーヘヴン号・
マキハタパンチャー号・マッキーケインズ号・マーチインパクト号・ムーンアウェイク号・メラトニン号・
ライムキャンディ号



０１０４３ １月１３日 曇 重 （２０京都１）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５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

５９ � ローランラムズ 牡５鹿 ５７ 武 豊斉藤 敏博氏 安田伊佐夫 浦河 宮内牧場 ４６６－ ４１：２４．０ ５．３�

４７ メイショウフウライ 牡５栗 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 静内 寺越 政幸 B４９６－ ３ 〃 クビ ２２．４�
７１４� ランドマッハ 牡４栗 ５６ 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 B４９０＋ ３１：２４．１� １３．４�
８１５ テイエムゲンキボ 牡４黒鹿５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０６＋１６１：２４．６３ ８４．５�
６１２ ノースフォンテン 牡４芦 ５６ 池添 謙一北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４７８＋ ２１：２４．７クビ ４９．２�
３６ イッツソークール 牡５青鹿 ５７

５６ ☆北村 友一林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ １７．５�
６１１ カシノカスケード 牡４栗 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 福永 甲 宮崎 田上 勝雄 ４７８＋ ２１：２４．９１	 １２２．４�
１１ 
 チアズグローリー 牡４栗 ５６

５３ ▲浜中 俊北村キヨ子氏 白井 寿昭 米 WinStar
Farm, LLC ４７６－１４１：２５．０� ２０．９	

８１６ シャウトライン 牡４青鹿 ５６
５３ ▲大下 智林 順子氏 坂口 正大 新冠 協和牧場 ５０６＋１０ 〃 アタマ ８．９


３５ � ウイニングアーク 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太金田 成基氏 小島 茂之 静内 山田牧場 ４８０＋１０ 〃 ハナ １８３．６�
７１３
 フォレストジャガー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲田中 健加藤 守氏 木原 一良 米 Mr. & Mrs. R.
David Randal B４８６± ０１：２５．２１	 ６．３�

２３ スナークトモクン 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内（有）石川牧場 ４８０＋ ６１：２５．３クビ １６．７
４８ 
 フォルスストレート 牡４栗 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Claiborne

Farm ４８６－ ８１：２５．５１� ２．９�
１２ ドンアドヴァイタ 牡４芦 ５６ 川田 将雅山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４９８＋２０ 〃 クビ ９．０�
５１０ マロンラッシュ 牝４栗 ５４ 柴山 雄一ディアレスト 加賀 武見 平取 船越 伸也 ４４２± ０１：２６．０３ ２７６．７�
２４ カシノダンク 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ５１６＋１８１：２６．５３ ６８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６２５，２００円 複勝： ３５，１４６，４００円 枠連： ３３，８７１，９００円

普通馬連： １１６，７３６，５００円 馬単： １０１，５５５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６１８，１００円

３連複： １７３，５３４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５２２，０８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � ６５０円 � ４９０円 枠 連（４－５） ６７０円

普通馬連 �� ６，２８０円 馬 単 �� １１，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� １，４６０円 �� ３，９３０円

３ 連 複 ��� ２４，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５６２５２ 的中 � ３８１８４（２番人気）
複勝票数 計 ３５１４６４ 的中 � ５０８００（２番人気）� １２７６８（１０番人気）� １７５６４（９番人気）
枠連票数 計 ３３８７１９ 的中 （４－５） ３７３３６（２番人気）
普通馬連票数 計１１６７３６５ 的中 �� １３７２９（２６番人気）
馬単票数 計１０１５５５３ 的中 �� ６４１２（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６１８１ 的中 �� ４２９０（２５番人気）�� ６１３０（１９番人気）�� ２１９６（４５番人気）
３連複票数 計１７３５３４９ 的中 ��� ５２８２（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．８―２３．０―３４．６―４６．３―５８．７―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ローランラムズ �
�
父 デザートキング �

�
母父 ナスノダンデー

２００３．３．２１生 牡５鹿 母 ナスノステージワン 母母 トクノマナード ２１戦１勝 賞金 ２６，４３０，０００円
初出走 JRA

※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） ２頭 ダイゴフウジン号・マルターズロビン号
（非抽選馬） １頭 ショウリュウアクト号



０１０４４ １月１３日 曇 重 （２０京都１）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５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

７１４ ニホンピロレガーロ 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５１０－ ２１：５２．２ ２．７�

１２ フウランジョー 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 岡田 稲男 門別 浜本牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ ５４．２�
２３ エイシンテンライ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４８＋ ６１：５２．３クビ ３８．３�
１１ マヤノバルトーク 牡４鹿 ５６

５３ ▲浜中 俊田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ５０６＋ ４１：５２．４� ４．９�
３５ サイキックダイブ 牡４青鹿５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ４１：５２．５� ９．９�
４８ プライドイズハート 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５０８－ ６１：５２．８１� １６．５�
４７ マイネルヴルメリオ 牡４黒鹿５６ 武 豊 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坪 憲章 三石 田上 稔 ５２４－ ４ 〃 クビ ４．１

６１２ マーベラスチーフ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４８６＋ ２１：５２．９クビ ３５．１�
２４ サーユウジーン 牡５鹿 ５７

５４ ▲藤岡 康太橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４９２＋ ４１：５３．１１� ７６．５�
８１５� ノボプレゼンス 牡５鹿 ５７ 幸 英明	LS.M 西塚 安夫 門別 日高大洋牧場 ４５６－１０１：５３．４１� １７２．９
５９ � ア ル ゴ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 武市 康男 追分 追分ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ４３．６�
８１６ マーブルワンダー 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦下村 直氏 田所 清広 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８８－ ４１：５３．６１� ２５．６�
７１３ サンライトフェロー 牡４栗 ５６ 川田 将雅神田 紘爾氏 相沢 郁 静内 神垣 道弘 ４７６＋ ６１：５３．９２ ７６．３�
５１０ ナムラヘンリー 牡４栗 ５６ 黒岩 悠奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ５０４－ ２１：５４．３２� ９．８�
６１１ クイックバレリーナ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４３６－ ６１：５５．３６ ２１２．９�
３６ カシノアマゾネス 牝４栗 ５４

５３ ☆北村 友一柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４４０－ ２１：５５．５� ２１６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１４９，９００円 複勝： ４０，９９３，１００円 枠連： ３４，４８５，９００円

普通馬連： １３３，８６１，３００円 馬単： １２２，００２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２３０，３００円

３連複： ２０３，６３２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６０２，３５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � １，０１０円 � ９２０円 枠 連（１－７） ５７０円

普通馬連 �� １１，２１０円 馬 単 �� １８，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８５０円 �� ２，０６０円 �� ９，５６０円

３ 連 複 ��� ５９，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８１４９９ 的中 � ８３８３１（１番人気）
複勝票数 計 ４０９９３１ 的中 � １０１６０７（１番人気）� ８３７９（１１番人気）� ９２７０（９番人気）
枠連票数 計 ３４４８５９ 的中 （１－７） ４５１１０（２番人気）
普通馬連票数 計１３３８６１３ 的中 �� ８８１６（２９番人気）
馬単票数 計１２２００２１ 的中 �� ４７７６（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２３０３ 的中 �� ２５０７（３９番人気）�� ４７７１（２２番人気）�� ９９６（６０番人気）
３連複票数 計２０３６３２３ 的中 ��� ２５２８（１２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１２．８―１２．６―１２．６―１２．１―１２．２―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．０―４９．６―１：０２．２―１：１４．３―１：２６．５―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．９
１
３
１，２（５，８）１４（６，１６）１０（４，１２，１３）－７（３，９，１５）１１・（１，７）（２，３）８（５，１４，１６）１３（１２，１５）（６，１０）（４，９）－１１

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロレガーロ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００６．３．２５ 阪神１２着

２００３．５．３０生 牡５鹿 母 ニホンピロポリーナ 母母 ニホンピロクリア １１戦２勝 賞金 １８，３４０，０００円
〔制裁〕 サーユウジーン号の騎手藤岡康太は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
※エイシンテンライ号・カシノアマゾネス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０４５ １月１３日 晴 良 （２０京都１）第４日 第９競走 ��
��２，４００�

む つ き

睦 月 賞
発走１４時３０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．１．６以降２０．１．６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

６１１� アキノレッドスター 牡５栗 ５６ 藤岡 佑介穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc
Farm Inc ５００－ ８２：３０．５ １１．４�

４７ ラムタラプリンス 牡７鹿 ５６ 木幡 初広風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４４２± ０２：３０．６� ６．６�
６１２ タニノディキディキ 牡５鹿 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６６－ ２２：３０．７� １０．６�
５９ マイネルファヴール 牡４鹿 ５５ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ６２：３０．８� １３．９�
１１ � アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５３ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９８± ０ 〃 クビ ２３．０�
３５ タガノファントム 牡４栗 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０＋ ４ 〃 ハナ ２．７�
２４ マイネルグラナーテ 牡４栗 ５４ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 B４９６＋ ４２：３０．９� １４．３	
３６ ホーマンアラシ 牡５栗 ５７．５ 福永 祐一久保 久人氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７４＋ ４２：３１．０クビ ６．５

７１３	 ハギノメトロポリス 牡８黒鹿５５ 小牧 太日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８０＋１２２：３１．２１� ３８．２�
８１５ スズカストロング 牡４黒鹿５５ 生野 賢一永井 啓弍氏 橋本 寿正 浦河 辻 牧場 ５０４± ０２：３１．３クビ ６７．８�
４８ ジェネビアン 牡６鹿 ５５ 大下 智木村 哲也氏 梅内 忍 門別 野島牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ４９．３
８１６ マイネルファーマ 牡５栗 ５７ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ５０６＋ ６２：３１．４クビ １１．４�
１２ アメジストリング 牝４黒鹿５１ 田中 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６ 〃 ハナ ６６．４�
５１０ ヤマニンプレアデス 牡５鹿 ５３ 橋本 美純土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４９４－ ６２：３１．６１� ９０．５�
２３ ビードラスティック 牡４黒鹿５４ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４５０± ０２：３２．６６ ３０．３�
７１４� シンボリデビル 
８栗 ５３ 上村 洋行シンボリ牧場 鈴木 伸尋 米 Takahiro

Wada B４７２＋ ４２：３３．０２� １４１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，３８３，７００円 複勝： ６１，１７０，４００円 枠連： ５０，２７９，３００円

普通馬連： ２０２，３７５，５００円 馬単： １３２，５８７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，２７６，９００円

３連複： ２２８，１６９，７００円 ３連単： ５２２，９４６，１００円 計： １，２９１，１８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３９０円 � ２４０円 � ３６０円 枠 連（４－６） １，７８０円

普通馬連 �� ３，８９０円 馬 単 �� ８，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ２，０６０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� １６，３６０円 ３ 連 単 ��� ９６，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３７３８３７ 的中 � ２５９５２（５番人気）
複勝票数 計 ６１１７０４ 的中 � ３８８２７（７番人気）� ７６９５３（２番人気）� ４２５４１（５番人気）
枠連票数 計 ５０２７９３ 的中 （４－６） ２０９４５（７番人気）
普通馬連票数 計２０２３７５５ 的中 �� ３８４７４（１４番人気）
馬単票数 計１３２５８７１ 的中 �� １１１０９（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６２７６９ 的中 �� ９７７３（１５番人気）�� ６６６１（２９番人気）�� １０７４８（１２番人気）
３連複票数 計２２８１６９７ 的中 ��� １０２９６（５３番人気）
３連単票数 計５２２９４６１ 的中 ��� ３９９２（３０３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．４―１３．７―１３．２―１２．９―１２．８―１２．９―１２．４―１１．６―１１．８―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�
１２．７―２４．５―３６．９―５０．６―１：０３．８―１：１６．７―１：２９．５―１：４２．４―１：５４．８―２：０６．４―２：１８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アキノレッドスター �
�
父 Swain �

�
母父 Green Desert デビュー ２００５．９．１１ 札幌１着

２００３．２．２６生 牡５栗 母 Absurde 母母 Absolute １６戦４勝 賞金 ５９，４６１，０００円
〔制裁〕 アメジストリング号の騎手田中健は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 ウイドーハンター号・ウインボールド号・タガノトゥーリ号・テイエムサッカー号・デンコウミサイル号・

マイネアプレイザー号・マルイチライデン号・ミヤビランベリ号・ラッキーリップス号・レーザーズエッジ号・
ロードアンセム号

（非抽選馬） １頭 パルエクスプレス号



０１０４６ １月１３日 晴 稍重 （２０京都１）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走１５時０５分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．１．６以降２０．１．６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 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

５１０ ウォーターオーレ 牡６青鹿５５ 藤岡 佑介山岡 良一氏 鮫島 一歩 静内 多田 正弘 ５３６－ ６１：２３．０ １９．７�

７１３� ゴッドヘイロー 牡８青鹿５４ 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１８＋ ２１：２３．２１� ６３．８�

３５ サワノブレイブ 牡７栗 ５７ 福永 祐一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ２１：２３．４１� ８．５�
５９ ヘイローフジ 牝５栗 ５２ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８２＋ ２１：２３．５� ２２．３�
４７ ヤマタケゴールデン 牡５栗 ５４ 武士沢友治山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９２－１０１：２３．６� ７０．２�
８１５ ウインルーセント 牡４栗 ５６ 武 豊�ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５２０＋ ８ 〃 クビ ２．８	
２４ メイショウディオ 牡６鹿 ５１ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５８８＋ ２１：２３．７クビ １５４．６

２３ 	 ビクトリーテツニー 牡４栗 ５５ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４８４＋ ６１：２３．９１� ７．１�
１２ アルバレスト 牡６青鹿５６ 岩田 康誠吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４９０＋１２ 〃 アタマ ５．８�
８１６ スナークユーチャン 牡４黒鹿５６ 鮫島 良太杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４７６－ ８ 〃 クビ ６．５
６１１ タバスコムスメ 牝５鹿 ５２ 竹之下智昭八木 昌司氏 武 邦彦 門別 浦新 徳司 ４５２＋ ８１：２４．０クビ １７０．８�
４８ � セトノシェーバー 牡７栃栗５４ 高井 彰大難波 澄子氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １２０．５�
７１４ ヤマカツブライアン 牡４黒鹿５５ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５００＋ ２１：２４．１
 １６．１�
３６ ヒシハイグレード 牡５栗 ５６ 木幡 初広阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５４８＋１４ 〃 ハナ ４８．５�
６１２ エレスサール 牡６鹿 ５５ 赤木高太郎�アカデミー 池江 泰郎 門別 白井牧場 ５０６± ０１：２４．３１� ５４．０�
１１ 	 ヒシアスペン 牝４栗 ５３ 四位 洋文阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Allen E. Paul-

son Living Trust ４９２＋ ６１：２４．４クビ １５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，０２９，６００円 複勝： ７７，３６０，９００円 枠連： ６６，２１５，５００円

普通馬連： ２９１，００４，５００円 馬単： １８４，１９０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，９６４，９００円

３連複： ２９８，２１６，５００円 ３連単： ６８５，９９０，９００円 計： １，７３０，９７３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ４２０円 � １，４４０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ４，６１０円

普通馬連 �� ２８，４１０円 馬 単 �� ５７，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７９０円 �� １，４５０円 �� ５，４９０円

３ 連 複 ��� ５６，３８０円 ３ 連 単 ��� ４２４，３６０円

票 数

単勝票数 計 ５４０２９６ 的中 � ２１７０４（８番人気）
複勝票数 計 ７７３６０９ 的中 � ４９３３２（６番人気）� １２３２４（１２番人気）� ８１７５２（４番人気）
枠連票数 計 ６６２１５５ 的中 （５－７） １０６１５（１６番人気）
普通馬連票数 計２９１００４５ 的中 �� ７５６１（５７番人気）
馬単票数 計１８４１９０２ 的中 �� ２３７０（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３９６４９ 的中 �� ３１０５（４９番人気）�� １２９２４（１６番人気）�� ３２７７（４５番人気）
３連複票数 計２９８２１６５ 的中 ��� ３９０４（１４１番人気）
３連単票数 計６８５９９０９ 的中 ��� １１９３（９０４番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．１―１１．７―１１．９―１２．１―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２３．０―３４．７―４６．６―５８．７―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターオーレ �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 イ ブ ン ベ イ デビュー ２００５．４．３ 阪神４着

２００２．５．１１生 牡６青鹿 母 ニューブレハット 母母 カネリヨウブ ２９戦５勝 賞金 ８０，４３６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）４１頭 アグネストラベル号・アドマイヤキラメキ号・ウォーターバロン号・オネストジョン号・ゲイリースノーマン号・

コンティネント号・サテライトキャノン号・サニーネイティブ号・サンワードラン号・シュンサイ号・
ジョウノオーロラ号・シルバーストーン号・シーサンダー号・スウォードキャット号・スズカジョリーズ号・
セイウンプレジャー号・センターバシレウス号・ゼンノパルテノン号・タガノシャンハイ号・タマモグレアー号・
タータンフィールズ号・チェリスト号・トウキュウトップ号・トップディアマンテ号・ナリタジューン号・
バトルハートオー号・ピオーネ号・ビコージェネラル号・ビッグアラミス号・ビッグジェム号・フサイチウィード号・
フサイチギガダイヤ号・プリュネル号・プリンスコウベ号・ベリーベリナイス号・ホエールシャーク号・
マッハジュウクン号・モチ号・レソナル号・ワイエムサチ号・ワーキングボーイ号



０１０４７ １月１３日 晴 良 （２０京都１）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第４２回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （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

日刊スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

３５ ドリームシグナル 牡３栗 ５６ 岩田 康誠セゾンレースホース� 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋ ６１：３５．４ ２．９�

２４ ドリームガードナー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：３５．８２� ８．０�
５９ マヤノベンケイ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ７．５�
６１２ タケミカヅチ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５０６＋１０ 〃 クビ ６．７�
１１ ミッキーチアフル 牡３鹿 ５６ 武 豊野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ６１：３５．９クビ ５．３�
５１０ シゲルハスラット 牡３栗 ５６ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４４６＋ ２１：３６．０� １０１．９	
４８ オースミマーシャル 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ２１：３６．５３ ２５．７

４７ チョウサンデイ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４７８± ０ 〃 クビ ２３．６�
７１３ ヤマカツオーキッド 牝３青 ５４ 長谷川浩大山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ４６２＋ ２１：３６．６� ５０．３�
３６ ラインプレアー 牡３芦 ５６ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２８＋ ６１：３６．７クビ １０５．７
８１５ ダイワマックワン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４１：３６．８� １４．８�
８１６ ミリオンウェーブ 牡３鹿 ５６ 北村 友一万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ４８６＋ ２１：３６．９� １０６．７�
７１４ ウイントリガー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４６２－ ８１：３７．０クビ １４．２�
１２ メジロガストン 牡３青鹿５６ 芹沢 純一メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９０－１２１：３７．２１	 ５０．３�
２３ ジェイラッカー 牡３栗 ５６ 安藤 光彰斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 酒井 源市 ４７２－ ２ 〃 クビ ９１．４�
６１１ ディアヤマト 牡３栗 ５７ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 様似 小田牧場 ５０６－ １１：３７．６２� ６０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４５，１２０，６００円 複勝： １８２，８９８，０００円 枠連： １７９，６４８，５００円

普通馬連： １，０１３，８５５，９００円 馬単： ６０６，４６９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２００，２８５，６００円

３連複： １，００８，９０３，３００円 ３連単： ２，３９７，５６５，１００円 計： ５，７３４，７４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ２５０円 枠 連（２－３） １，０３０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４９０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １０，７４０円

票 数

単勝票数 計１４５１２０６ 的中 � ４０４０７８（１番人気）
複勝票数 計１８２８９８０ 的中 � ５０９６５５（１番人気）� １８３４６７（４番人気）� １５７３５２（５番人気）
枠連票数 計１７９６４８５ 的中 （２－３） １２９１３０（３番人気）
普通馬連票数 計１０１３８５５９ 的中 �� ７１１４０９（３番人気）
馬単票数 計６０６４６９５ 的中 �� ２４８１７９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２００２８５６ 的中 �� １１９０３１（３番人気）�� １０２６１４（４番人気）�� ４５２５２（１３番人気）
３連複票数 計１００８９０３３ 的中 ��� ２９４９４５（６番人気）
３連単票数 計２３９７５６５１ 的中 ��� １６４８２７（２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．３―１２．１―１２．２―１１．９―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．８―３４．１―４６．２―５８．４―１：１０．３―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
３ １５，１６，２，９，６，１３（３，１１）（８，１４）（４，７，１）（５，１２）－１０ ４ １５（２，１６，９）６（８，１３）１４（４，１）（７，１２）（３，１１）５，１０

勝馬の
紹 介

ドリームシグナル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．８ 阪神３着

２００５．６．４生 牡３栗 母 ダイイチアピール 母母 ダイイチリカー ６戦２勝 賞金 ７２，０６０，０００円
〔制裁〕 ヤマカツオーキッド号の騎手長谷川浩大は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※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 シゲルアコガレ号・シークエスト号・ダノンゴーゴー号・プラチナメーン号・ルールプロスパー号



０１０４８ １月１３日 晴 稍重 （２０京都１）第４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

２４ トーセンアーチャー 牡４鹿 ５６ 鮫島 良太島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４８２＋ ２１：５０．４ ９．９�

２３ エイシンイダテン 牡５黒鹿５７ 川田 将雅平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５８± ０１：５０．６１� ５．０�
５１０ パレスショットガン 牡４鹿 ５６ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６４＋ ４ 〃 クビ ３．２�
３６ メイショウチョイス 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５４４－ ２１：５１．７７ ５９．９�
１２ マンノレーシング 牡５鹿 ５７ 福永 祐一萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６２－１２１：５２．０１� １９．２�
８１６ コスモアブソルート 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ５０２± ０１：５２．２１� ４．６	
３５ プログレスエバー 牡５鹿 ５７ 内田 浩一橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６８＋ ２ 〃 アタマ ３９．８

１１ メイショウダンディ 牡５鹿 ５７

５４ ▲浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５０± ０１：５２．３クビ ６４．９�
４８ ショウナンラノビア 牝５栗 ５５ 小牧 太国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０２＋１０ 〃 ハナ ６．５�
５９ フィールドジュエル 牡６鹿 ５７

５６ ☆中村 将之地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８８－ ６１：５２．５１� １８．３
４７ メディアミックス �７栗 ５７ 秋山真一郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 静内 井高牧場 ４４６－ ６１：５２．６� １１１．７�
８１５ ドナプレミア 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智山田 貢一氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４７０± ０ 〃 同着 ７２．６�
６１１ パーフェクトラン 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 健下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ２１．９�
７１３ テイエムヘネシー 牡７栗 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４５８＋ ４１：５３．０２� １６６．１�
６１２ テイエムカミガカリ 牡６栗 ５７

５４ ▲田中 克典竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 石郷岡 松
太郎 ５１６＋ ２１：５３．６３� １００．２�

７１４ ゼンノマルビナス 牡５芦 ５７ 赤木高太郎大迫久美子氏 池江 泰寿 白老 白老ファーム B５００－ ６１：５４．２３� ４８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７２，７４０，０００円 複勝： ９８，９９０，３００円 枠連： ９９，２００，１００円

普通馬連： ３６５，８５２，８００円 馬単： ２５０，８１５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １００，１５６，９００円

３連複： ３８５，９９４，０００円 ３連単： ９５３，０５３，９００円 計： ２，３２６，８０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２７０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（２－２） ２，０３０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６９０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� ２１，５１０円

票 数

単勝票数 計 ７２７４００ 的中 � ５８４４７（５番人気）
複勝票数 計 ９８９９０３ 的中 � ８２８４５（５番人気）� １５９３２８（３番人気）� １８１７９７（１番人気）
枠連票数 計 ９９２００１ 的中 （２－２） ３６０８３（７番人気）
普通馬連票数 計３６５８５２８ 的中 �� １３６１２５（８番人気）
馬単票数 計２５０８１５９ 的中 �� ３９８５８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１００１５６９ 的中 �� ３９４４２（７番人気）�� ３４６５５（８番人気）�� ７２８６４（１番人気）
３連複票数 計３８５９９４０ 的中 ��� １１５７５７（５番人気）
３連単票数 計９５３０５３９ 的中 ��� ３２７０７（５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１３．０―１２．８―１２．９―１２．１―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．７―４９．５―１：０２．４―１：１４．５―１：２６．３―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
１４（３，１５）（４，１２）（６，１０）（５，１１）（２，１６）７，１，８－（９，１３）・（１４，３）（４，１５，１０）（５，６，１１）１６（１２，１，２）７（８，９）１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンアーチャー �
�
父 Barathea �

�
母父 Zafonic デビュー ２００６．１１．１２ 東京３着

２００４．４．６生 牡４鹿 母 インターラプション 母母 Intermission １３戦３勝 賞金 ３７，０３６，０００円
〔騎手変更〕 マンノレーシング号の騎手金折知則は，第４競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アドマイヤミラクル号・アドマイヤレグルス号・アールヌーヴォー号・エドノドリーム号・カリオンツリー号・

キングアーサー号・クリアヴィジョン号・ケイアイシャープ号・ゲットアウト号・ゴールドスミス号・
ストロングドン号・セイウンハレルヤ号・ダイワルビア号・タガノエクリプス号・トウカイポリシー号・トシセント号・
トップオブザロック号・ニットウサラン号・ニホンピロファイブ号・ハードオブプレイ号・ファンドリウェーブ号・
マーキュリー号・リバプールサウンド号・ローレルアクシス号・ワールドサンボーイ号



（２０京都１）第４日 １月１３日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５８，６４０，０００円
８，５２０，０００円
１２，１５０，０００円
２，０６０，０００円
２８，５７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，９２２，０００円
５，８６０，８００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
５０２，８１８，９００円
７０１，５３３，４００円
６２５，３２７，８００円
２，６１７，６８９，４００円
１，９４４，９０７，６００円
６６５，９４７，０００円
３，０９５，３２３，４００円
４，５５９，５５６，０００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 １４，７１３，１０３，５００円

総入場人員 ３１，１７４名 （有料入場人員 ３０，３２７名）




