
０４０６０ ２月１７日 曇 稍重 （２０京都２）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

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

７８ ペプチドアトム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ２１：１３．５ １０．３�

６７ レディオーロラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲田中 克典�富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４６２＋ ４１：１４．２４ １１．０�

１１ コロナドリリー 牝３栗 ５４ 長谷川浩大�谷口牧場 西浦 勝一 浦河トラストスリーファーム ４５６± ０ 〃 クビ ５．４�
３３ グレートメモリー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二大石 秀夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ４６６－ ４１：１４．３� １．４�
５５ メイショウフェーヴ 牝３栗 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４２８－ ８１：１４．７２� ８１．８�
２２ テイクザスカイ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦加藤 徹氏 福島 勝 新冠 大狩部牧場 ４６０－ ４１：１５．１２� １７．９�
７９ ファンドリテンカ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆北村 友一水戸 富雄氏 西園 正都 鵡川 市川牧場 ４４６＋ ８１：１５．２� ６４．１	
４４ タマモリクエスト 牡３黒鹿 ５６

５４ △藤岡 康太タマモ
 南井 克巳 門別 千葉飯田牧場 ４６６－ ４１：１５．３クビ ５８．３�
８１０ アスールグロリオ �３鹿 ５６ 白坂 聡冨沢 敦子氏 須貝 彦三 新冠 オートファー

ム �渡 ４４８－ ８１：１６．５７ １４１．７
６６ ショウナンハロー �３栗 ５６ 藤岡 佑介�湘南 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０－ ４１：１６．７１ ３７．６�
８１１ シンボリマーシャル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠シンボリ牧場 坂本 勝美 千葉 シンボリ牧場 B４９６－ ４１：１６．８� ２７．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，３７８，１００円 複勝： ４７，２７３，２００円 枠連： １７，８３３，４００円

普通馬連： ６４，２６３，２００円 馬単： ８５，８９５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７２０，１００円

３連複： １０６，９９９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６６，３６２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ４１０円 � ３６０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ２，３２０円

普通馬連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ７，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ８００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３７８１ 的中 � １６３５７（３番人気）
複勝票数 計 ４７２７３２ 的中 � ２９６３１（４番人気）� ３５０８７（３番人気）� ４１５２３（２番人気）
枠連票数 計 １７８３３４ 的中 （６－７） ５６７５（７番人気）
普通馬連票数 計 ６４２６３２ 的中 �� １６０１４（１１番人気）
馬単票数 計 ８５８９５３ 的中 �� ８８２２（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７２０１ 的中 �� ７１１２（７番人気）�� ６８７９（８番人気）�� １０９０１（５番人気）
３連複票数 計１０６９９９１ 的中 ��� １５１１９（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．４―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３６．２―４８．７―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドアトム �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１２．２２ 阪神４着

２００５．２．１４生 牡３鹿 母 ファミリアーリング 母母 Reassert ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円



０４０６１ ２月１７日 曇 稍重 （２０京都２）第６日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

４６ トーホウオルビス 牡３栗 ５６
５５ ☆中村 将之東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５０２－ ４１：５４．９ ７．９�

３５ メイショウラフログ 牡３青鹿 ５６
５３ ▲浜中 俊松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４７０－ ２１：５５．０� ３．１�

５９ ウエスタンシーザー 牡３黒鹿５６ 柴原 央明西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４８０＋ ４１：５５．７４ ９．９�
１１ スマートファントム 牡３鹿 ５６

５４ △藤岡 康太大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５１０－ ６１：５６．４４ ３．５�
４７ キ ア ー ロ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５０＋ ８１：５６．５クビ ４．６�
２３ ナリタシャトル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５０６＋ ８１：５７．５６ ２３．１�
８１４ ユウターダーツ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 B４３２－ ４１：５７．８１� １４．７	
７１３ ショウリュウケン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４６－ ４１：５８．０１� ６５．９

３４ アストロダッシャー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆北村 友一�田 信氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９２－ ６１：５８．１� １１９．６�
２２ オ ジ ロ 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士本間 茂氏 山内 研二 新冠 川上牧場 ４６８－ ２１：５８．７３� ８９．７
６１１ トーホウミラクル 牡３鹿 ５６ 生野 賢一東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４３８＋ ６１：５８．８� １７３．４�
８１５ ラガーサージュ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典奥村 啓二氏 田所 清広 平取 スガタ牧場 ４９４－ ２１：５８．９クビ ２５．６�
７１２ メルシーモンサン 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ４９２－ ６１：５９．９６ ３５６．０�
５８ マキハタパンチャー 牝３鹿 ５４ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ４１８－ ２２：００．８５ ２５１．３�
６１０ ドンペリゴール 牡３芦 ５６ 黒岩 悠山田 貢一氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４５６－ ４２：０１．３３ １５１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８８６，１００円 複勝： ２５，０３９，０００円 枠連： ２６，０９７，０００円

普通馬連： ６８，２９９，７００円 馬単： ７０，２１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９２７，０００円

３連複： １０８，７３５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３３７，２０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（３－４） ４１０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，１３０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ３，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８８６１ 的中 � １７８８３（４番人気）
複勝票数 計 ２５０３９０ 的中 � ２９３８９（４番人気）� ７０８０５（１番人気）� ２０３２１（６番人気）
枠連票数 計 ２６０９７０ 的中 （３－４） ４７９４９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８２９９７ 的中 �� ５２５３９（３番人気）
馬単票数 計 ７０２１８６ 的中 �� ２１８９９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９２７０ 的中 �� １３０８６（３番人気）�� ４３０９（１６番人気）�� ６９３７（９番人気）
３連複票数 計１０８７３５８ 的中 ��� ２４１６１（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２４．６―３８．２―５１．６―１：０４．３―１：１６．７―１：２９．２―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウオルビス �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．１２．８ 阪神３着

２００５．３．４生 牡３栗 母 トーホウパール 母母 Nervous Baba ４戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マキハタパンチャー号・ドンペリゴール号は，平成２０年３月１７日まで平地競走に出走できない。



０４０６２ ２月１７日 曇 稍重 （２０京都２）第６日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

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

２２ エイシンパンサー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎平井 豊光氏 平田 修 浦河 高野牧場 ４４６＋ ２１：２５．４ １．８�

５７ メイショウアサガオ 牝３青 ５４ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４３８＋ ６１：２５．５� ４．４�
３４ プロヴィナージュ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１８－１０ 〃 クビ ６．３�
３３ トップコマチ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３６± ０１：２６．１３� １３．９�
８１４ ウォーターリング 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎山岡 正人氏 武 邦彦 門別 豊洋牧場 ４３２± ０１：２６．２� １８４．６�
１１ キスアンドクライ 牝３黒鹿５４ C．ルメール �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４６２－ ８１：２６．４１� １６．０�

（仏）

８１３ マイネエスポワール 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４４２＋ ６１：２６．５クビ ４３．３


６１０ レティセントガール 牝３黒鹿５４ 福永 祐一池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋ ４１：２７．２４ ３０．３�

４６ モ ン テ ミ ウ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文毛利 喜昭氏 松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４７０－ ４１：２７．３� ２６．７�
７１２ ブリズデロートンヌ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆北村 友一 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４－ ２１：２７．４� ３２．６

４５ ミ テ ィ ー ク 牝３鹿 ５４ 上村 洋行前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２± ０１：２７．７２ ６４．１�
５８ � ヒ デ フ ジ 牝３鹿 ５４ 東川 公則大道 秀雄氏 加藤 幸保 浦河 大道牧場 B４５０＋ ３１：２８．０１� ４７７．１�

（笠松） （笠松）

７１１ アキノジャブ 牝３鹿 ５４
５２ △藤岡 康太穐吉 正孝氏 藤岡 健一 青森 伊藤牧場 ４３４＋ ６１：２８．３２ ４８．４�

６９ � ゼッタイヒルマン 牝３鹿 ５４ 川原 正一中島 稔氏 斉藤 裕 門別 沖田牧場 ４４２＋ ８１：２８．８３ ３７２．０�
（兵庫） （兵庫）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，９９６，０００円 複勝： ５０，８０３，３００円 枠連： ２８，７８３，６００円

普通馬連： ９４，２９３，３００円 馬単： １１１，３５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７４４，９００円

３連複： １４９，８０２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５０１，７７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（２－５） ３９０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２９９６０ 的中 � １４９５６６（１番人気）
複勝票数 計 ５０８０３３ 的中 � ２２８７５９（１番人気）� ８０８２２（２番人気）� ６３００８（３番人気）
枠連票数 計 ２８７８３６ 的中 （２－５） ５４９８５（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４２９３３ 的中 �� １６７０１２（１番人気）
馬単票数 計１１１３５１８ 的中 �� １１６０１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７４４９ 的中 �� ５５９７８（１番人気）�� ４１８２２（２番人気）�� １６６８３（５番人気）
３連複票数 計１４９８０２１ 的中 ��� １５６９１６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．１―３５．１―４７．８―１：００．３―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンパンサー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００７．６．１７ 阪神１着

２００５．３．２６生 牝３鹿 母 ナナコフレスコ 母母 フ レ ス コ ７戦２勝 賞金 ３３，７８３，０００円
〔制裁〕 エイシンパンサー号の騎手秋山真一郎は，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１０，０００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。



０４０６３ ２月１７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２０京都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３：１５．６良・良

５８ ブルーフランカー 牡６鹿 ６０ 菊地 昇吾 �ブルーマネジメント本田 優 静内 片岡牧場 ４４４± ０３：１８．５ ３．２�

８１４ シュトラーレン 牝４鹿 ５７ 林 満明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４９４＋ ４３：１９．１３� ３．０�

６９ マーブルジーン 牡４黒鹿５９ 岩崎 祐己下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４６６＋ ４３：１９．９５ １０．１�
７１１ エムテイクラウン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ １３．６�
３４ ベルベットジャガー 牡４鹿 ５９ 今村 康成会田 満雄氏 北出 成人 静内 野坂牧場 ４６４＋ ８３：２０．６４ １３．２�
７１２ ス タ ッ テ ン 牡５鹿 ６０ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４７４－ ６３：２３．７大差 ８６．７�
４６ マヤノリバティ 牡７栗 ６０ 白浜 雄造田所 英子氏 坂口 正大 静内 原 達也 ４８４＋１６３：２５．０８ ６．２	
６１０ セイザンダンサー 牡４栗 ５９ 出津 孝一西山 知義氏 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４９０－ ２３：２５．９５ ３１．７

３３ テイエムハーン �５鹿 ６０ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 武田 寛治 ４６４＋ ６３：２７．２８ ６１．７�
４５ マジックキングダム �４鹿 ５９ 蓑島 靖典 �ユートピア牧場 高橋 義博 静内 ユートピア牧場 ４７０＋１８３：２７．５２ １２４．５
２２ シルクレグナム 牡４鹿 ５９ 高田 潤有限会社シルク山内 研二 鵡川 上水牧場 ４７０－ ４３：２８．３５ ２２．７�
５７ ロングアキレス 牡４青 ５９ 佐久間寛志中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ４４６－ ２３：３７．０大差 １１７．９�
８１３ ファイブアロー �５鹿 ６０ 南井 大志松元 保氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７２＋ ６３：３７．１� ７２．７�
１１ スズカイエロー 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５２６＋ ４ （競走中止） １５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７８３，５００円 複勝： １６，８８２，８００円 枠連： ２１，６２０，０００円

普通馬連： ５７，９５０，４００円 馬単： ５９，６４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３２３，５００円

３連複： １０２，６５７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２９１，８６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（５－８） ６８０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ７００円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７８３５ 的中 � ３９６８１（２番人気）
複勝票数 計 １６８８２８ 的中 � ３１０４５（２番人気）� ４７２５４（１番人気）� １７３８５（４番人気）
枠連票数 計 ２１６２００ 的中 （５－８） ２３５７９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７９５０４ 的中 �� ５８４０８（１番人気）
馬単票数 計 ５９６４９４ 的中 �� ３１２１３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３２３５ 的中 �� １３９６８（１番人気）�� ５７３０（８番人気）�� ９２６２（４番人気）
３連複票数 計１０２６５７８ 的中 ��� ４０９３８（２番人気）

上り １マイル １：４７．９ ４F ５３．０－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーフランカー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．２．５ 京都３着

２００２．４．３生 牡６鹿 母 ブルースターライト 母母 カ ユ ガ 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 スズカイエロー号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハストラング号・マイネルハーバード号
（非抽選馬） ２頭 ツルミトゥインクル号・トーセンエタニティ号



０４０６４ ２月１７日 曇 良 （２０京都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

５１０ モンテクリスエス 牡３鹿 ５６ 武 豊毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３４＋ ４１：５０．０ １．６�

６１２ キュートエンブレム 牝３鹿 ５４ C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３４－１４ 〃 クビ ６．４�
（仏）

３５ ペルルデジャルダン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 清広 浦河 富菜牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ９．２�

７１４ ブラボーデイジー 牝３芦 ５４
５３ ☆北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５１４＋ ６１：５０．１� １５．７�

２４ グリッツェルン 牝３青鹿５４ 長谷川浩大水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４６６± ０１：５０．６３ ２５．５�
７１３ サンレイマグナム 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８２－１２１：５０．７� ３９．３	
６１１ セレスコクオー 牡３青鹿５６ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５５０＋２２ 〃 アタマ ６５．６

４８ ユウメリーウェザー 牝３鹿 ５４

５１ ▲浜中 俊�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 笹地牧場 ４７０＋ ４１：５０．８� ４０．５�
１２ ゴールデンストーム 牡３栗 ５６

５３ ▲荻野 琢真佐藤 恭永氏 平田 修 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０± ０１：５１．０１� １９３．０�

８１６ インダストリアル 牡３青鹿５６ 上村 洋行 �ノースヒルズマネ
ジメント 橋口弘次郎 門別 中原牧場 ５２０＋１０ 〃 ハナ １７．８

１１ エーシングレーソロ 牡３芦 ５６ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ４９４－ ２１：５１．２１� ２３．８�
３６ � ナミダガキラリ 牝３栗 ５４ 福永 祐一小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４３２± ０１：５１．５１	 １８．７�
５９ マダムビジュー 牝３鹿 ５４

５２ △藤岡 康太�市川ファーム 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４２－ ６１：５２．１３� ３５４．９�
２３ グローバルキャスト 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介櫻井 盛夫氏 作田 誠二 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 B４７２＋１０１：５２．５２� １０１．０�
８１５ ヒョウタンカラコパ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎小林 祥晃氏 松元 茂樹 浦河 三嶋牧場 ４１４－ ６１：５３．１３� ３１９．５�
４７ ジェンティリティー 牡３栗 ５６ O．ペリエ �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８－ ６１：５３．２� ７４．０�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８６６，０００円 複勝： ５４，４１９，０００円 枠連： ２８，１７３，５００円

普通馬連： ８９，１１９，４００円 馬単： １０８，８３４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５９９，５００円

３連複： １４６，７７５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４８７，７８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（５－６） ３５０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２４０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８８６６０ 的中 � １４７４８７（１番人気）
複勝票数 計 ５４４１９０ 的中 � ３１０５０２（１番人気）� ４９４１３（２番人気）� ４２８８０（３番人気）
枠連票数 計 ２８１７３５ 的中 （５－６） ５９４４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８９１１９４ 的中 �� １５９９７５（１番人気）
馬単票数 計１０８８３４２ 的中 �� １４２８１１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５９９５ 的中 �� ４４４３９（１番人気）�� ３５１１６（２番人気）�� ９２６８（８番人気）
３連複票数 計１４６７７５８ 的中 ��� １０７１１０（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．９―１２．６―１２．８―１２．７―１２．１―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．１―４８．７―１：０１．５―１：１４．２―１：２６．３―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンテクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１．１９ 京都２着

２００５．２．２１生 牡３鹿 母 ケイウーマン 母母 Friendly Finance ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オシャレダンス号
（非抽選馬） ３頭 オースミヒエン号・ドナフュージョン号・ヤマニングラッセ号
※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。



０４０６５ ２月１７日 曇 良 （２０京都２）第６日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６９ エアシャトゥーシュ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４６ ―１：５１．６ ９．０�

２２ ヘヴンリーヘヴン 牡３栗 ５６ 武 豊名古屋友豊� 小野 幸治 浦河 岡本牧場 ４８８ ―１：５１．８１� ３．３�
３４ メジロラフィキ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４８６ ― 〃 クビ １２．６�
１１ ロ ザ リ オ 牡３鹿 ５６ C．ルメール �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４８ ―１：５１．９� ４．２�

（仏）

８１３ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５６ 和田 竜二土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５３４ ― 〃 ハナ ７．３�
７１２ アグネスライジン 牡３栗 ５６ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４０ ―１：５２．１１� １６２．４	
３３ テ キ ー ラ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４５０ ―１：５２．３１� ５．３

７１１ キタサンイチ 牡３黒鹿５６ 幸 英明�大野商事 安田伊佐夫 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２ ― 〃 クビ ２３．２�
６１０ ニホンピロスピカ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三小林百太郎氏 安達 昭夫 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４２６ ―１：５２．６１� １１０．５�
８１４ シャイニーブラウン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５３６ ―１：５２．８１� ５４．４
４５ ホッコーマスコット 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 鮫川牧場 ４３４ ― 〃 クビ ２２３．６�
５７ フ ィ ー ユ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 森 秀行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２０ ―１：５２．９� ２３．６�
５８ タニノマイタイ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４３８ ―１：５３．３２� １７６．５�
４６ サ バ ー ス 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６ ―１：５３．９３� １４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，１９２，４００円 複勝： ２７，２３２，９００円 枠連： ２５，９９６，３００円

普通馬連： ７９，６２５，６００円 馬単： ８３，１６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６０２，０００円

３連複： １１９，０１９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，８２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � ３００円 枠 連（２－６） １，４８０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，４８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ５，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５１９２４ 的中 � ２２２２５（５番人気）
複勝票数 計 ２７２３２９ 的中 � ２７１７５（５番人気）� ５５６０１（１番人気）� ２１１５２（６番人気）
枠連票数 計 ２５９９６３ 的中 （２－６） １３００６（７番人気）
普通馬連票数 計 ７９６２５６ 的中 �� ４０１７６（５番人気）
馬単票数 計 ８３１６０８ 的中 �� １６９１１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６０２０ 的中 �� ９９３９（５番人気）�� ３５６９（２０番人気）�� ９１６４（６番人気）
３連複票数 計１１９０１９２ 的中 ��� １６２１８（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．１―３７．６―５０．７―１：０３．９―１：１６．５―１：２７．９―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアシャトゥーシュ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００５．４．２８生 牡３鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 シグナスループ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）・スリーメガトン号（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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 テラノファントム号・マルイチシンゲキ号・ミッキーハンター号・ロングメッセージ号
※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。



０４０６６ ２月１７日 雪 稍重 （２０京都２）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分（番組第８競走を順序変更） （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

２２ マルカシリウス 牡５鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：５３．８ ７．０�

３３ ク オ ン 牡４栗 ５６ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ １２．１�

１１ ツルマルシルバー 牡４芦 ５６ 岩田 康誠鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８６± ０１：５４．３３ ３．１�
８９ ク ロ ニ ク ル 牡４栗 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 ４５０＋ ８１：５４．６１� ５．２�
８８ テイエムヒリュウ 牡４栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５４２－ ２１：５５．０２� ３．１�
４４ アイファードラゴン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二中島 稔氏 福永 甲 静内 静内山田牧場 ４９４± ０１：５５．４２� ９．６	
６６ ペ ケ ジ ェ イ 牝５黒鹿 ５５

５３ △藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ５１４－１２１：５６．０３� ４２．３

５５ アイノグレゴリー 牡５栗 ５７

５４ ▲浜中 俊田中 充氏 安達 昭夫 門別 豊洋牧場 ４５８＋１４１：５６．１� ４９．８�
７７ � サムシンググッド 牡５栗 ５７ 小牧 太 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６２：０２．５大差 ２１．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２４，１６９，２００円 複勝： ３０，３９４，１００円 枠連： ２７，８８８，５００円

普通馬連： ９１，２６１，８００円 馬単： １０４，８０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３９８，０００円

３連複： １４２，００２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４４５，９２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（２－３） ３，８８０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ６，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ４９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１６９２ 的中 � ２７４２９（４番人気）
複勝票数 計 ３０３９４１ 的中 � ３１７８７（４番人気）� ２６３５１（５番人気）� ６６２０１（２番人気）
枠連票数 計 ２７８８８５ 的中 （２－３） ５３０６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９１２６１８ 的中 �� ２０８０８（１３番人気）
馬単票数 計１０４８０７１ 的中 �� １１４１０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３９８０ 的中 �� ６４７０（１３番人気）�� １３５２７（５番人気）�� ９２９０（１０番人気）
３連複票数 計１４２００２１ 的中 ��� ３０９９６（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．７―４９．６―１：０３．０―１：１５．２―１：２７．４―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルカシリウス 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 Capote デビュー ２００５．１０．１５ 京都１着

２００３．３．２４生 牡５鹿 母 フォルナリーナ 母母 プレイヤーホイール ２６戦３勝 賞金 ３４，７９４，０００円
〔その他〕 サムシンググッド号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



０４０６７ ２月１７日 曇 良 （２０京都２）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分（番組第７競走を順序変更） （芝・右・外）

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

１：３２．１
１：３１．５

良

良

４７ � ホウショウループ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green
Gates Farm ４９６＋ ２１：３６．１ ５．７�

３６ エイワンキセキ 牝４青鹿５５ 藤田 伸二荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４７２± ０ 〃 クビ ７．０�
７１３ テイエムアタック 牡４栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４９２＋ ６１：３６．２クビ ６．０�
５９ エイシンチョーテン 牡５栗 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム ５００＋２２１：３６．５１� １３．８�
６１１ シロキタベガ 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文小西 和子氏 五十嵐忠男 鵡川 新井牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １３５．１�
６１２	 グランドカラー 牡４鹿 ５７ 上村 洋行廣松 金次氏 境 征勝 門別 高山 博 ５３０± ０１：３６．７１
 １３．９�
７１４ スーパーヴァイザー 牡４栃栗 ５７

５６ ☆北村 友一 �ノースヒルズマネ
ジメント 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 B５００－ ２１：３６．８� ９８．３	

８１５ ナイトレセプション 牡５黒鹿５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ８１：３６．９
 ７．９

２４ サンタローズ 牝６鹿 ５５ C．ルメール 吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４２＋ ２ 〃 クビ ３．６�

（仏）

５１０ マイネルカーロ 牡４鹿 ５７
５５ △藤岡 康太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ２１：３７．０クビ ５０．１
８１６ ワンダーポテンシア 牡５青鹿５７ 渡辺 薫彦山本 信行氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４４４－ ２１：３７．１
 ３７．４�
２３ マイネルヴルメリオ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆中村 将之 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 坪 憲章 三石 田上 稔 ５２８± ０ 〃 クビ ２１．８�

１１ キャッスルトン 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 追分 追分ファーム ４３４＋ ４１：３７．４１� ３０．５�
３５ 	 ダンスグランドゥ 牝５鹿 ５５ 荻野 要昴ホースクラブ 鹿戸 明 門別 竹中 哲 ４５０－２３１：３８．０３
 ４７２．８�
４８ レジェンドプレイス 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠 �ユートピア牧場 西園 正都 登別 ユートピア牧場 ４９４＋１６１：３９．３８ １８．６�
１２ エ ル ヴ ィ ス 牡４黒鹿５７ 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 三石 折手牧場 ４８４－ ２１：３９．４� ３５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，０９９，９００円 複勝： ４４，１９８，８００円 枠連： ３６，９４５，７００円

普通馬連： １３６，０５２，３００円 馬単： １１２，１６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，２１６，９００円

３連複： １９８，６７１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５９４，３５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（３－４） １，０９０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ６００円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９０９９９ 的中 � ４０５６２（２番人気）
複勝票数 計 ４４１９８８ 的中 � ６３７７４（２番人気）� ５２５６４（４番人気）� ６１０８６（３番人気）
枠連票数 計 ３６９４５７ 的中 （３－４） ２５１０１（４番人気）
普通馬連票数 計１３６０５２３ 的中 �� ６７６９５（４番人気）
馬単票数 計１１２１６６９ 的中 �� ２９６３０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７２１６９ 的中 �� １６９２２（３番人気）�� １５５４５（５番人気）�� １１９０９（６番人気）
３連複票数 計１９８６７１７ 的中 ��� ５５０５６（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．５―１２．３―１２．０―１１．５―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３６．６―４８．９―１：００．９―１：１２．４―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホウショウループ �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Theatrical デビュー ２００７．３．１１ 阪神３着

２００４．５．１９生 牝４鹿 母 Gaily Funky 母母 A Little Kiss ８戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔その他〕 レジェンドプレイス号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ストロングアサクサ号・ゼットファースト号・ダイシンチャンス号・ワイルドイリーガル号
※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。



０４０６８ ２月１７日 晴 良 （２０京都２）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

い な り

稲 荷 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７１２ ブラックシャンツェ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ５２０± ０２：０２．１ ２．８�

７１３ ロードアルファード 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ４９８－ ２２：０２．４１� １４．６�
８１５ キャプテンベガ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４０－ ４ 〃 アタマ ３．６�
６１０ フィールドミューズ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎地田 勝三氏 橋本 寿正 浦河 鎌田 正嗣 ４６６－ ６２：０２．５� ２３．５�
６１１	 エーシントゥルボー 牝４鹿 ５４ 川島 信二平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５２０－ ６２：０２．６� １７．９�
５９ 	 ライオングラス 牡４栗 ５６ 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４９４＋ ４ 〃 クビ １０．０�
４６ マヤノバルトーク 牡４鹿 ５６ 浜中 俊田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ５０８＋ ４２：０２．７クビ ３５．９	
３４ パッシングマーク 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文 
社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６ 〃 クビ ２１．０�
５８ フミノパッション 牡４青鹿５６ 武 幸四郎谷 二氏 西浦 勝一 浦河 昭和牧場 ４９４－ ２２：０２．９１ １２．６�
４７ ウインボールド 牡４鹿 ５６ 角田 晃一�ウイン 山内 研二 静内 静内白井牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ９６．６
２２ ギムレットロック 牡４栗 ５６ 岩田 康誠 
社台レースホース池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２２：０３．１１ ７．４�
８１４
 クイックシューター 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２２：０３．３１� １９３．７�
２３ ペネトレーター 牡７黒鹿５７ 幸 英明伊達 敏明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４８６＋ ２２：０３．７２� １３７．５�
１１ ケンブリッジマイア 牝５栃栗５５ 川原 正一中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４５８＋ ８２：０４．４４ １２０．１�

（兵庫）

３５ 	 ディルシード 牡６栗 ５７ 上村 洋行吉田 和美氏 池江 泰寿 新 J W Campin ５０６＋ ２ 〃 クビ ３１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，６６０，２００円 複勝： ６３，０４９，２００円 枠連： ４９，９７７，４００円

普通馬連： ２０４，９９４，４００円 馬単： １３３，６２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，９０８，４００円

３連複： ２１０，１６４，６００円 ３連単： ４９４，１７９，４００円 計： １，２４８，５６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � ３１０円 � １４０円 枠 連（７－７） １，９３０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２２０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� １０，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３９６６０２ 的中 � １１３６６３（１番人気）
複勝票数 計 ６３０４９２ 的中 � １７９８６０（１番人気）� ３４５３５（６番人気）� １２９６２５（２番人気）
枠連票数 計 ４９９７７４ 的中 （７－７） １９１２０（１０番人気）
普通馬連票数 計２０４９９４４ 的中 �� ８３３２５（５番人気）
馬単票数 計１３３６２９０ 的中 �� ３４９０３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２９０８４ 的中 �� ２０９５３（５番人気）�� ７２６４６（１番人気）�� １０９１５（１３番人気）
３連複票数 計２１０１６４６ 的中 ��� ８３０２２（３番人気）
３連単票数 計４９４１７９４ 的中 ��� ３５６１２（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．１―１２．３―１２．８―１２．６―１２．３―１２．１―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３６．５―４８．８―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．５―１：３８．６―１：５０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックシャンツェ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ガ ダ ボ ー ト デビュー ２００６．９．１６ 札幌１着

２００４．４．１１生 牡４鹿 母 シノギトップ 母母 ナイスコウジン １２戦３勝 賞金 ４９，５７２，０００円
※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。



０４０６９ ２月１７日 晴 稍重 （２０京都２）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

かわらまち

河原町ステークス
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，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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ タガノサイクロン 牡５黒鹿５７ 松田 大作八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４８２－１０１：２５．１ ４．９�

４８ ナリタジューン 牝５青鹿５５ 北村 友一�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ ６．３�
８１５� ミスターモナルコス 牡４鹿 ５７ C．ルメール 加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. ４８４＋ ２ 〃 クビ １４．４�
（仏）

６１１ タータンフィールズ 牡６鹿 ５７ 角田 晃一後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４８０＋ ２１：２５．２� １８．４�
２３ カシノエスケイプ 牝５栗 ５５ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０２－ ４１：２５．３クビ ４．５�
７１３ セフティーステージ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ５０４＋１２ 〃 ハナ ３０．４�
５９ �	 トップディアマンテ 牡５鹿 ５７ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Green Wil-

low Farms ４４８＋ ８１：２５．４� １０．４	
３５ グランパティシエ 
７黒鹿５７ 佐藤 哲三 
サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９４－ ８１：２５．５� １８９．０�
４７ ビッグアラミス 牡６黒鹿５７ 和田 竜二百万 武夫氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ４６２－ ２１：２５．８１� １３．９�
２４ マチカネモエギ 牡７栗 ５７ 南井 大志細川 悦男氏 南井 克巳 新冠 村上牧場 ４５２＋１２ 〃 アタマ ２６５．０
５１０ サクラランサー 牡６鹿 ５７ 芹沢 純一�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ５０２－１０１：２６．４３� ７９．６�
８１６ アグネストラベル 牡５栗 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 宮本 博 浦河 林 孝輝 ４８６± ０ 〃 ハナ １１．２�
３６ スウォードキャット 牡６鹿 ５７ 田中 剛千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 B４９４＋２２１：２６．５� ９．５�
６１２ チョウカイシャトル 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５２６－１２ 〃 ハナ １１．９�
１２ マッハジュウクン 牡６鹿 ５７ 田中 健鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７０－１０１：２７．０３ ３２．７�
７１４� ヒシアスペン 牝４栗 ５５ 池添 謙一阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Allen E. Paul-

son Living Trust ４９６＋ ４１：２７．３１� ４５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，１７４，６００円 複勝： ６６，７２８，１００円 枠連： ６２，００７，０００円

普通馬連： ２６２，６３４，１００円 馬単： １５５，９６２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，７２１，７００円

３連複： ２８７，５５７，９００円 ３連単： ６２４，４２７，９００円 計： １，５６１，２１３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ４３０円 枠 連（１－４） １，２５０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，６１０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� １０，２００円 ３ 連 単 ��� ４７，０００円

票 数

単勝票数 計 ３９１７４６ 的中 � ６３８０９（２番人気）
複勝票数 計 ６６７２８１ 的中 � ９３８１３（３番人気）� ９４２８１（２番人気）� ３４３５０（９番人気）
枠連票数 計 ６２００７０ 的中 （１－４） ３６８４５（３番人気）
普通馬連票数 計２６２６３４１ 的中 �� １０４３１９（３番人気）
馬単票数 計１５５９６２３ 的中 �� ３３６５５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２７２１７ 的中 �� ２４１０６（３番人気）�� ９３６４（２１番人気）�� ９２０２（２２番人気）
３連複票数 計２８７５５７９ 的中 ��� ２０８０８（３０番人気）
３連単票数 計６２４４２７９ 的中 ��� ９８０６（１０６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．０―１２．５―１３．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．３―５８．８―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノサイクロン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．６．１７ 京都２着

２００３．４．１０生 牡５黒鹿 母 タガノダイヤモンド 母母 シャーダイヤモンド １６戦５勝 賞金 ９９，３５８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３３頭 アグネスボゾン号・アンティークコイン号・アントニオマグナム号・ウインディグニティ号・ウォーターバロン号・

オネストジョン号・カリプソパンチ号・クリーン号・グリーンアラモード号・ゴッドヘイロー号・サニーネイティブ号・
ショウナンアクト号・スズカフォイル号・センターバシレウス号・チェリスト号・ハナイチリン号・
パレスショットガン号・パープルストック号・ピオーネ号・ビッグホワイト号・ブライティアカーム号・プリュネル号・
プリンスコウベ号・ヘイローフジ号・ポイントセブン号・ホーマンオブジェ号・ホーマンブラヴォー号・
マルターズマッシブ号・メイショウディオ号・メジロハンター号・ヤマカツブライアン号・ヤマタケゴールデン号・
レソナル号

※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。



０４０７０ ２月１７日 晴 良 （２０京都２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第４８回き さ ら ぎ 賞（ＪｐｎⅢ）

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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００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

８１５ レインボーペガサス 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９０＋ ９１：４８．８ ２１．２�
（仏）

７１２ スマイルジャック 牡３黒鹿５６ 小牧 太齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ２１：４８．９� １２．８�
６１０ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４６８＋１６ 〃 ハナ １７．１�
６１１ レッツゴーキリシマ 牡３鹿 ５７ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４６８＋ ８１：４９．０� ６．７�
８１４ ダイシンプラン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ６ 〃 ハナ ８．１�
７１３ ア ル カ ザ ン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�エーティー 昆 貢 門別 シンコーファーム ４９８－ ２ 〃 クビ ５．２�
２２ ブラックシェル 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５３８＋１０１：４９．１クビ ２．３

５８ ナムラクレセント 牡３鹿 ５６ 川田 将雅奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４６８－１０１：４９．２� ２８．６�
４６ ジェントルフォーク 牡３鹿 ５６ 北村 友一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７０－ ２１：４９．３� ２８５．８�
３５ メイショウクオリア 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５８± ０１：４９．４� １６．４
１１ チョウサンデイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４７６± ０１：４９．６１	 １０６．１�
５９ マッキーバッハ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４６８± ０１：４９．８１ ３７．０�
４７ アグネススターチ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ８９．１�
２３ オースミマーシャル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二	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 ４３４－ ４１：５０．６５ ９０．０�
３４ メジロガストン 牡３青鹿５６ 武 幸四郎メジロ商事	 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８４－ ８１：５１．４５ １０６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６１，５０４，８００円 複勝： １８８，３２３，０００円 枠連： １７３，９０６，６００円

普通馬連： ９１５，８５９，２００円 馬単： ５８１，３０１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８７，４６１，４００円

３連複： ８８５，０７４，３００円 ３連単： ２，２３７，８６６，８００円 計： ５，３３１，２９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ６１０円 � ３２０円 � ５３０円 枠 連（７－８） １，２２０円

普通馬連 �� ９，１４０円 馬 単 �� ２０，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４５０円 �� ３，１００円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ３０，８２０円 ３ 連 単 ��� ２１３，０３０円

票 数

単勝票数 計１６１５０４８ 的中 � ６０３０１（８番人気）
複勝票数 計１８８３２３０ 的中 � ７７６８０（８番人気）� １７０１４２（４番人気）� ９１５１８（７番人気）
枠連票数 計１７３９０６６ 的中 （７－８） １０５６５４（５番人気）
普通馬連票数 計９１５８５９２ 的中 �� ７４０２０（２７番人気）
馬単票数 計５８１３０１８ 的中 �� ２０７２２（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８７４６１４ 的中 �� １８８５０（２６番人気）�� １４７７９（３６番人気）�� ２４５０１（２３番人気）
３連複票数 計８８５０７４３ 的中 ��� ２１１９４（８１番人気）
３連単票数 計２２３７８６６８ 的中 ��� ７７５３（４９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３６．１―４８．６―１：００．８―１：１２．９―１：２５．０―１：３６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインボーペガサス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００７．９．２ 札幌４着

２００５．３．３０生 牡３鹿 母 ギャンブルローズ 母母 ユキノローズ ６戦３勝 賞金 ６０，２７５，０００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。



０４０７１ ２月１７日 晴 稍重 （２０京都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

１１ シャインウェーヴ 牡４黒鹿５７ 武 豊臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６８± ０１：２４．８ ２．８�

８１６ プライベートプラン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５４４－ ６ 〃 クビ １５．２�

３５ コパノカチドキ 牡５鹿 ５７ 田中 剛小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ６１：２５．７５ １４．２�
７１３ マイネルガリレイ 牡４栗 ５７

５４ ▲浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６２＋ ３ 〃 ハナ １２１．３�
４７ ヘラクレスバイオ 牡５鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士バイオ� 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５４２± ０１：２５．８� ６．１�
６１１ ウインプレミアム 牡４芦 ５７ 川原 正一�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８８＋ ８ 〃 ハナ ４．５	
（兵庫）

３６ スペシャルストック 牡９鹿 ５７ 藤岡 佑介大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５２４－２０１：２６．０１� ７６．６

６１２ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５５０－ ２１：２６．１� ４２．０�
５１０ ラフィナール 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ２７．７�
２４ � ローランラムズ 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 斉藤 敏博氏 安田伊佐夫 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ４１：２６．３� ５．７

（仏）

４８ イグザクトリー 牡５栗 ５７ 池添 謙一 �ノースヒルズマネ
ジメント 池添 兼雄 新冠 前川 隆範 ４７６± ０ 〃 ハナ ２０．４�

５９ テイエムオーディン 牡５栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３２．２�
８１５ ウインサウザー 	６黒鹿 ５７

５４ ▲田中 克典�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４７４＋１２１：２６．９３� １０４．２�
２３ スナークハーバー 	４青鹿 ５７

５４ ▲田中 健杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４６２＋１０１：２７．１１� １０４．１�
１２ ワンダーボーイ 牡８栗 ５７

５５ △藤岡 康太太田 美實氏 梅田 智之 三石 ケイアイフアーム ５２０＋１４１：２７．９５ ６６．８�
７１４ ブライトアイズ 牡６栗 ５７ 赤木高太郎山上 和良氏 池江 泰寿 門別 佐々木牧場 ４９０－ ４１：２８．７５ ２６０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，１０３，０００円 複勝： ７２，４９９，６００円 枠連： ７１，９３３，５００円

普通馬連： ２８５，９１４，１００円 馬単： １９６，４２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，１５４，６００円

３連複： ２８５，９３９，０００円 ３連単： ６９３，５７９，７００円 計： １，７３９，５４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３６０円 � ３２０円 枠 連（１－８） １，５９０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ６７０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ７，２６０円 ３ 連 単 ��� ３１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ６１１０３０ 的中 � １７７４８１（１番人気）
複勝票数 計 ７２４９９６ 的中 � １７５７４３（１番人気）� ４３７６２（６番人気）� ５１２７７（５番人気）
枠連票数 計 ７１９３３５ 的中 （１－８） ３３５４３（７番人気）
普通馬連票数 計２８５９１４１ 的中 �� １０６４５６（７番人気）
馬単票数 計１９６４２１０ 的中 �� ５０８４０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２１５４６ 的中 �� ２０４３５（８番人気）�� ２７８７９（６番人気）�� ８１５２（２３番人気）
３連複票数 計２８５９３９０ 的中 ��� ２９０９９（２２番人気）
３連単票数 計６９３５７９７ 的中 ��� １６４２０（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３５．３―４７．５―５９．７―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインウェーヴ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００７．２．１１ 小倉４着

２００４．１．１１生 牡４黒鹿 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast ８戦３勝 賞金 ２８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アイファーラブラブ号・アグネスハッピー号・アンクルピース号・ケンメイオウ号・ツルマルフェロー号・

テイエムザエックス号・トーホウカウンター号・ナムラアトランテス号・ベンケイ号・マルサンテクニカル号・
リリーハーバー号

※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。



（２０京都２）第６日 ２月１７日（日曜日） 曇一時雪後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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
４，２６０，０００円
１１，５００，０００円
１，８８０，０００円
２８，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，７２６，０００円
５，３７５，８００円
１，７２７，１００円

勝馬投票券売得金
４９６，８１３，８００円
６８６，８４３，０００円
５７１，１６２，５００円
２，３５０，２６７，５００円
１，８０３，３９８，２００円
５８６，７７８，０００円
２，７４３，３９９，４００円
４，０５０，０５３，８００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 １３，２８８，７１６，２００円

総入場人員 ２６，１７１名 （有料入場人員 ２４，７６１名）




