
０４０１３ ２月１日 晴 重 （２１京都２）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

２２ ドリームアライブ �３黒鹿５６ M．デムーロ �ノースヒルズマネジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ６１：５５．７ １．４�
（伊）

１１ ディアロックオン 牡３芦 ５６ C．ルメール�樽さゆり氏 矢作 芳人 新冠 タニグチ牧場 ４８４＋１４１：５５．９１� ３７．２�
（仏）

３３ レッドサーパス 牡３鹿 ５６ 武 豊 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：５６．０� ３．０�
４４ タガノバロナーク 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７４＋１２１：５６．４２� １３．３�

８９ シルクトマホーク 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦有限会社シルク安田伊佐夫 日高 ナカノファーム ４３２＋ ４ 〃 アタマ １０２．５�
８１０ シークロノス 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１２－ ４１：５６．７２ １６．２	
５５ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５６ 北村 浩平中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 B４８６＋ ４ 〃 ハナ １４４．０

７８ スリーロゼット 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４２２－ ４１：５６．８クビ １４５．８�
７７ デンコウローレル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４６２± ０１：５７．１１� １５０．４�
６６ ダグラスバローズ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太猪熊 広次氏 中竹 和也 様似 様似渡辺牧場 ５２２＋ ４１：５８．９大差 ７４．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，１５７，７００円 複勝： ４４，９０５，９００円 枠連： １６，９６８，２００円

普通馬連： ６１，８２２，０００円 馬単： ６３，６７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０１９，６００円

３連複： ７２，４８８，５００円 ３連単： １８３，７３７，１００円 計： ４９１，７７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � １１０円 枠 連（１－２） ２，７３０円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２１１５７７ 的中 � １１９８１３（１番人気）
複勝票数 計 ４４９０５９ 的中 � ２１６３２４（１番人気）� ６４５２（５番人気）� １５９８３２（２番人気）
枠連票数 計 １６９６８２ 的中 （１－２） ４５９８（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１８２２０ 的中 �� １７１３３（６番人気）
馬単票数 計 ６３６７７２ 的中 �� １２７１２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０１９６ 的中 �� ５９３５（６番人気）�� １３５９６８（１番人気）�� ４６１０（８番人気）
３連複票数 計 ７２４８８５ 的中 ��� ５３０１７（３番人気）
３連単票数 計１８３７３７１ 的中 ��� １８８３３（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．８―５１．３―１：０４．７―１：１８．１―１：３０．９―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．６
１
３
１，２，４，３（５，１０）８（７，９）６
１（２，４）（３，９）（８，１０）５（７，６）

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

勝馬の
紹 介

ドリームアライブ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００８．１２．１４ 阪神２着

２００６．３．２生 �３黒鹿 母 リ リ オ 母母 Gioconda ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 レッドサーパス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レッドサーパス号は，発走調教再審査。
※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。



０４０１４ ２月１日 晴 重 （２１京都２）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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
１：０８．７

重

重

２２ ニシノミーチャン 牝３鹿 ５４ 武 豊西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７０± ０１：１３．４ ２．８�

６１１ アラマサスクワート 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４－ ４１：１３．５� ３０．２�
５９ キクノフレヴァン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４６２＋ ２１：１３．６クビ ２．７�
４６ スターサイクル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７２± ０１：１３．７� ３１．７�
１１ ガッチリガッチリ 牡３黒鹿５６ 小牧 太小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ５．５�
６１０ バンブーレアル 牡３栗 ５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６４－ ４１：１４．０２ ６９．４�
４７ ドンスピリタス �３黒鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５０６－１２１：１４．３２ ２１．０	
５８ ナムラアワード 牡３青鹿５６ 小林慎一郎奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 小島牧場 ４４６＋ ８１：１４．５� １０６．９

２３ ファンドリカップ 牡３芦 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４７６－ ８１：１４．６� ８．５�
３５ セレスダイヤモンド 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介石橋 和夫氏 新川 恵 様似 様似渡辺牧場 B５０２＋ ４１：１４．９１� ６６．１�
７１３ テイエムカゲトラ 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ
アーム ４４４± ０１：１５．２１� １６０．８

３４ エーシンマシェリー 牝３栗 ５４ 角田 晃一平井 宏承氏 中尾 秀正 新冠 山岡ファーム ４６４－ ８１：１５．３� ５８．５�
８１４ ケイエススウィフト 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ５２０－ ６１：１５．６２ ４３５．７�
８１５ ホッカイボンベイ 牡３黒鹿５６ 中村 将之�北海牧場 鶴留 明雄 平取 高橋 幸男 ４４４＋ ４１：１５．９２ ２６．６�
７１２ ハナワキリシマ 牝３青鹿５４ 秋山真一郎西村新一郎氏 梅田 康雄 むかわ 貞広 賢治 ４２４± ０１：１６．９６ ２７６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０１７，７００円 複勝： ３０，７２１，０００円 枠連： １８，７０１，９００円

普通馬連： ６０，０７３，４００円 馬単： ４９，２９２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７２，１００円

３連複： ８１，７１４，８００円 ３連単： １３３，０９９，４００円 計： ４１５，１９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � １２０円 枠 連（２－６） １，６４０円

普通馬連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ４，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ２１０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� １７，８３０円

票 数

単勝票数 計 １９０１７７ 的中 � ５４４８５（２番人気）
複勝票数 計 ３０７２１０ 的中 � ７１２２７（２番人気）� １３５４３（５番人気）� ９１３９４（１番人気）
枠連票数 計 １８７０１９ 的中 （２－６） ８４５９（７番人気）
普通馬連票数 計 ６００７３４ 的中 �� １２７１８（１２番人気）
馬単票数 計 ４９２９２３ 的中 �� ７３１９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７２１ 的中 �� ５８４７（９番人気）�� ３４３０６（１番人気）�� ６３８０（７番人気）
３連複票数 計 ８１７１４８ 的中 ��� ２６３７１（７番人気）
３連単票数 計１３３０９９４ 的中 ��� ５５１１（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．０―１２．６―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．６―４８．２―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノミーチャン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１５着

２００６．３．２６生 牝３鹿 母 ニシノプロミネンス 母母 ブランドノーブル ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔騎手変更〕 スターサイクル号の騎手渡辺薫彦は，第１競走での入線後の落馬負傷のため長谷川浩大に変更。



０４０１５ ２月１日 晴 重 （２１京都２）第２日 第３競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ ナムララピス 牝３鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新冠 つつみ牧場 ４７２－ ２１：２６．２ ２．４�

６１２ ディアトゥドリーム 牡３栗 ５６ 高野 容輔増田 雄一氏 崎山 博樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４６２＋ ２１：２６．５１� ４．６�
７１４ シゲルフジサン 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４９４－ ４１：２６．８２ ２３３．０�
８１６ イナズマガイア 牝３鹿 ５４

５２ △田中 克典小泉 賢悟氏 福永 甲 新冠 小泉牧場 ４１８＋ ４１：２６．９� ８１．４�
６１１ ビコーオラクル 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐�レジェンド 安田 隆行 静内 山口 修二 ４４２－ ２１：２７．２２ ８．５�
８１５ メルシーレインボー 牡３鹿 ５６ 柴原 央明永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４７８－ ４１：２７．３クビ ２３６．８�
４７ アスカルディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士上野 武氏 作田 誠二 新ひだか 片山牧場 ４２６－ ４ 〃 アタマ ２１１．０	
３５ マルヨモザー 牝３栗 ５４ 北村 浩平野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ ２６．４

７１３ サンダーセブン 牝３鹿 ５４ 南井 大志三宅 正義氏 橋田 満 平取 二風谷ファーム ４１４＋ ２１：２７．５１� ５９．０�
１２ タニノネグローニ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ５．１�
５９ パ ン ド ル 牝３黒鹿 ５４

５２ △田中 健前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－ ６ 〃 ハナ ３０．４
２４ ウィローパドック 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊諸江 幸祐氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３６－１４１：２７．６クビ ６．９�
４８ マルサントップガン 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志松井三千年氏 武 宏平 新ひだか 静内酒井牧場 ４６４－ ４１：２７．８１ ３９．１�
５１０ トーコーシゲル 牡３栗 ５６

５３ ▲大下 智森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 米田牧場 ４３６－ ８１：２８．０１ ２４９．１�
２３ テンシノザール 牡３鹿 ５６ 中村 将之杉谷 枡夫氏 谷 潔 浦河 大北牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ ６４．９�
３６ マーベラスポケット 牡３鹿 ５６ 上野 翔笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４７２－ ２ 〃 ハナ １８３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３９０，９００円 複勝： ２４，１３８，８００円 枠連： ２２，７１６，０００円

普通馬連： ６３，１３３，０００円 馬単： ５１，２４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７９８，０００円

３連複： ８２，１０３，０００円 ３連単： １３７，４６１，０００円 計： ４２０，９８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３，４３０円 枠 連（１－６） ２６０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ７，５６０円 �� ９，７００円

３ 連 複 ��� ３０，３２０円 ３ 連 単 ��� ９０，７４０円

票 数

単勝票数 計 １８３９０９ 的中 � ６１６５１（１番人気）
複勝票数 計 ２４１３８８ 的中 � ７５９９７（１番人気）� ３７５９１（２番人気）� １０５０（１５番人気）
枠連票数 計 ２２７１６０ 的中 （１－６） ６６０５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３１３３０ 的中 �� ８６７６１（１番人気）
馬単票数 計 ５１２４２４ 的中 �� ３７３０７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７９８０ 的中 �� ２２７７７（２番人気）�� ６３８（５３番人気）�� ４９６（５８番人気）
３連複票数 計 ８２１０３０ 的中 ��� １９９９（７３番人気）
３連単票数 計１３７４６１０ 的中 ��� １１１８（２３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．７―４７．９―１：００．４―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムララピス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００８．１０．２６ 京都７着

２００６．４．８生 牝３鹿 母 コスモトップレディ 母母 サオリクイン ６戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カイラス号・スリーコンビナート号
（非抽選馬） １頭 スリーアイアン号



０４０１６ ２月１日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１京都２）第２日 第４競走 ��３，１９０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：３１．５良・良

４４ パルティアシチー 牡６黒鹿６０ 北村 浩平 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６６－ ４３：３６．５ ９．１�

８１０ ショウリュウケン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５２－ ２３：３６．６� ６．９�
６６ タガノデンジャラス 牡７鹿 ６０ 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 浦河 白老ファーム ４６４－ ４３：３６．７� ６．５�
７８ アグネスモナク 牡７鹿 ６０ 仲田 雅興渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４９０＋１２３：３７．４４ ２９．３�
２２ エーシンディーエス 牡４鹿 ５９ 南井 大志平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８８± ０３：３７．６１� １５．３�
７９ ファストソニック 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９８＋ ６３：３７．７� １９．７	
５５ ハストラング 牡５鹿 ６０ 林 満明岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７８＋ ２３：３８．３３� ８４．２

３３ マンテンフラワー 牝６鹿 ５８ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４４２－１０ 〃 ハナ ６４．８�
６７ マーブルジーン 牡５黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４７６± ０３：３９．４７ ２．９�
８１１ グリューエント 牡６栗 ６０ 西谷 誠 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 ４７０± ０３：３９．６１ ３．４�
１１ � クロタラリア 牝６黒鹿５８ 五十嵐雄祐井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４９８－ ４３：３９．９２ ４３．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，４５４，５００円 複勝： １９，７５８，４００円 枠連： ２０，１４６，５００円

普通馬連： ４９，４８８，９００円 馬単： ４２，８０７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７３４，２００円

３連複： ６５，６２１，０００円 ３連単： １２６，００８，９００円 計： ３５６，０２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２８０円 � ２４０円 � ２４０円 枠 連（４－８） １，２００円

普通馬連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ５，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ９５０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ６，８００円 ３ 連 単 ��� ５４，７４０円

票 数

単勝票数 計 １４４５４５ 的中 � １２６０６（５番人気）
複勝票数 計 １９７５８４ 的中 � １８０２１（５番人気）� ２２４９６（４番人気）� ２３０９８（３番人気）
枠連票数 計 ２０１４６５ 的中 （４－８） １２４３２（７番人気）
普通馬連票数 計 ４９４８８９ 的中 �� １０７８８（１４番人気）
馬単票数 計 ４２８０７９ 的中 �� ５４８８（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７３４２ 的中 �� ３７６９（１４番人気）�� ４６４６（１３番人気）�� ４７４４（１２番人気）
３連複票数 計 ６５６２１０ 的中 ��� ７１３１（２５番人気）
３連単票数 計１２６００８９ 的中 ��� １６９９（１７５番人気）

上り １マイル １：４７．４ ４F ５２．３－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

�
�

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

パルティアシチー �
�
父 ウイングアロー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００５．７．２３ 函館１１着

２００３．３．１３生 牡６黒鹿 母 オースミジュエリー 母母 シ ェ リ ー ザ 障害：９戦２勝 賞金 ４２，０００，０００円
〔その他〕 グリューエント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グリューエント号は，平成２１年３月１日まで出走できない。
※ハストラング号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０４０１７ ２月１日 曇 稍重 （２１京都２）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ モルガナイト 牝３黒鹿５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６８ ―２：０６．７ ３．４�

６６ ミッキースポット 牡３黒鹿５６ M．デムーロ野田みづき氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５００ ― 〃 クビ ５．４�
（伊）

８１１ ルージュバンブー 牝３青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４９４ ―２：０７．０１� １９．８�
３３ サクラエスペランサ 牝３黒鹿５４ 小牧 太�さくらコマース庄野 靖志 新ひだか 原 光彦 ４４０ ―２：０７．４２� １２．７�
７９ タクティクス 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５６ ―２：０７．５� ３．０�
７８ アルスフリーゲン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４６８ ―２：０７．６クビ ６．０	
４４ ショーファイトダダ 牡３栗 ５６ 池添 謙一小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４７６ ―２：０７．９２ １２．３

２２ シルクエステート 牡３青 ５６ 武 幸四郎有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４５０ ―２：０８．４３ ３７．１�
８１０ エリーズシチー 牝３鹿 ５４ 柴原 央明 �友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 アイオイファーム ４１０ ―２：０８．７１� １２７．０�
６７ ポジティブライト 牝３青鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊飯田 良枝氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B４０８ ―２：０９．２３ １０７．６
５５ ゴールデンラッキー 牡３栗 ５６ 小林 徹弥西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 日田牧場 ５１８ ―２：０９．３クビ ８３．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，９０５，０００円 複勝： ２４，３９６，２００円 枠連： １６，９５９，９００円

普通馬連： ５７，７１７，８００円 馬単： ５１，３０６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６３５，２００円

３連複： ７０，８０８，７００円 ３連単： １４０，４１０，２００円 計： ４０４，１３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ３３０円 枠 連（１－６） ７９０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ７００円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� １１，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２２９０５０ 的中 � ５４４５０（２番人気）
複勝票数 計 ２４３９６２ 的中 � ５５４４６（１番人気）� ３３１０２（４番人気）� １５３５０（７番人気）
枠連票数 計 １６９５９９ 的中 （１－６） １５９８３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７７１７８ 的中 �� ４８７００（３番人気）
馬単票数 計 ５１３０６３ 的中 �� ２４６８５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６３５２ 的中 �� １６６７３（３番人気）�� ６７１１（９番人気）�� ３７５６（１７番人気）
３連複票数 計 ７０８０８７ 的中 ��� １６２０４（１２番人気）
３連単票数 計１４０４１０２ 的中 ��� ９０１０（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．３―３７．５―５１．２―１：０４．７―１：１８．３―１：３１．４―１：４３．７―１：５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

モルガナイト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．３．２０生 牝３黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 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を表示している。



０４０１８ ２月１日 曇 重 （２１京都２）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

７１３ シルバーキング 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥小林 久義氏 高橋 隆 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５０４－ ２１：５１．３ １４２．６�

２４ カネトシコウショウ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ １８．０�
６１１ シルクメビウス 牡３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４７０－ ２１：５１．４クビ ８．７�
４８ スタッドジェルラン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８０＋ ２１：５１．９３ ４．０�
３６ ハギノリベラ 牡３鹿 ５６ 中村 将之安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０８＋ ４ 〃 クビ ６３．４�
８１５ ラ タ ー シ ュ 牡３栗 ５６ C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ２１：５２．０クビ １２．７�

（仏）

１２ ローレルレガリス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 	ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４５２－ ４１：５２．１� ３．７

６１２ ミラクルセッション 牡３栗 ５６ 安藤 勝己吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４８４－ ８１：５３．１６ ５．５�
５１０ ジョニーロード �３芦 ５６ 秋山真一郎�酒井牧場 武市 康男 浦河 酒井牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ ８１．８�
８１６ コウヨウドリーム 牡３鹿 ５６ 小牧 太寺内 正光氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４７６＋ ４１：５３．２クビ ６．３
５９ ウインザマキ 牡３黒鹿 ５６

５４ △田中 克典�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５１２－ ２ 〃 クビ ７６．４�
４７ イソノラシアン 牡３栗 ５６ 北村 友一磯野 俊雄氏 大橋 勇樹 浦河 村下農場 ４６２－ ５１：５３．４１ ９４．７�
２３ メイショウローツェ 牡３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 本桐牧場 ４５４＋１３１：５３．６１� ７６．９�
３５ マルブツデヒア 牡３黒鹿５６ M．デムーロ大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６０－ ２１：５４．３４ ２４．７�

（伊）

１１ サクラアビリティー 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介	さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４６４＋ ２１：５４．９３� ３２．２�
７１４ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０２－ ２１：５５．８５ ２１４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５５２，６００円 複勝： ４３，４６２，３００円 枠連： ２８，９４５，９００円

普通馬連： ８６，３１５，２００円 馬単： ６２，７７０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１７４，２００円

３連複： １０８，８５５，６００円 ３連単： １８８，５４４，１００円 計： ５７７，６２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４，２６０円 複 勝 � ３，２４０円 � ５１０円 � ３５０円 枠 連（２－７） ２２，９３０円

普通馬連 �� ８５，１７０円 馬 単 �� ２０４，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９，３１０円 �� １６，１８０円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� ４１４，１１０円 ３ 連 単 ��� ４，４８８，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２６５５２６ 的中 � １４６８（１５番人気）
複勝票数 計 ４３４６２３ 的中 � ３１２０（１５番人気）� ２２８９７（７番人気）� ３６５７０（５番人気）
枠連票数 計 ２８９４５９ 的中 （２－７） ９３２（３０番人気）
普通馬連票数 計 ８６３１５２ 的中 �� ７４８（８９番人気）
馬単票数 計 ６２７７０７ 的中 �� ２２６（１９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１７４２ 的中 �� ４０７（９０番人気）�� ４８６（８３番人気）�� ２７０４（３０番人気）
３連複票数 計１０８８５５６ 的中 ��� １９４（３４６番人気）
３連単票数 計１８８５４４１ 的中 ��� ３１（２５１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．３―３５．５―４８．１―１：００．９―１：１３．７―１：２６．２―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

シルバーキング �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Rahy デビュー ２００８．１０．２５ 京都１３着

２００６．２．２３生 牡３黒鹿 母 マチカネナナエヤエ 母母 ウ イ ダ ー ド ５戦２勝 賞金 １２，５００，０００円
※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。



０４０１９ ２月１日 曇 重 （２１京都２）第２日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２ ホットフレイバー 牝５栗 ５５ 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５１４－ ２１：２４．９ １．９�

８１５ チャームキャップ 牝４黒鹿５４ C．ルメールタマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５８－ ６１：２５．０� ６．０�
（仏）

３５ クレアシオン 牝４鹿 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：２５．６３� ６．４�
４８ ヘンメイレン 牝６栗 ５５

５２ ▲荻野 琢真栗本 良明氏 矢作 芳人 三石 斉藤スタッド ４００－ ６１：２５．７� １０２．５�
２４ タニノブロンクス 牝４鹿 ５４

５２ △田中 克典谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４２６± ０１：２５．８� １７．０�
２３ � カミヒコーキ 牝４黒鹿５４ 鮫島 良太迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ４８８－ ８１：２５．９� ５．８	
３６ レインボーアーチ 牝５栗 ５５ 幸 英明 �フジワラ・ファーム 北出 成人 静内 フジワラフアーム ４６２± ０１：２６．０クビ １１４．８

７１３� シルクイシュタール 牝５青 ５５

５４ ☆浜中 俊有限会社シルク北出 成人 新冠 坂元牧場 ４３４－１４１：２６．１� １２７．３�
６１１ シゲルエスペレ 牝４黒鹿５４ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 平成ファーム ４７４－ ４１：２６．３１� １０８．８�
５９ オメガロンド 牝５鹿 ５５ M．デムーロ原 	子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：２６．４クビ １９．５

（伊）

７１４ マーブルダンサー 牝５鹿 ５５ 安藤 光彰下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １１０．２�
４７ � ロングナイト 牝４鹿 ５４ 和田 竜二野村 茂雄氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 ４３２－ ４１：２６．５クビ １４９．２�
８１６ フ ィ ー ユ 牝４栗 ５４ 佐藤 哲三 �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 ４１８－ ６１：２６．７１� ９５．８�
５１０ パラダイスプラム 牝４栗 ５４ 太宰 啓介伊藤 信之氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４７０± ０１：２６．８� １５５．６�
１１ � サムタイムレーター 牝６鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太小林 祥晃氏 梅田 智之 静内 片岡 博 ４２６＋１６１：２７．４３� ３７．７�
１２ アクアブルーマーチ 牝４栗 ５４ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４８２－ ６１：２９．４大差 ８２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２３６，１００円 複勝： ３７，２９９，０００円 枠連： ２３，１５６，８００円

普通馬連： ８３，７００，１００円 馬単： ６９，５８０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０７７，６００円

３連複： １１０，２９４，３００円 ３連単： ２０１，４０９，３００円 計： ５８４，７５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（６－８） ５１０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ２，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３０２３６１ 的中 � １３１４９３（１番人気）
複勝票数 計 ３７２９９０ 的中 � １１５９１３（１番人気）� ６７３７５（２番人気）� ４３８７２（４番人気）
枠連票数 計 ２３１５６８ 的中 （６－８） ３３８８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ８３７００１ 的中 �� １２５２５３（１番人気）
馬単票数 計 ６９５８０３ 的中 �� ６９６０８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０７７６ 的中 �� ３１９０６（１番人気）�� ２９０２９（２番人気）�� １３２８６（４番人気）
３連複票数 計１１０２９４３ 的中 ��� ７８４１２（１番人気）
３連単票数 計２０１４０９３ 的中 ��� ５０３９７（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．７―１２．４―１２．７―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．７―４７．１―５９．８―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホットフレイバー �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００６．８．２６ 札幌１４着

２００４．４．１０生 牝５栗 母 ノ ク タ ー ン 母母 ノーノーネヴアー ８戦２勝 賞金 １６，１４０，０００円
〔発走状況〕 サムタイムレーター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サムタイムレーター号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ペルネティアナ号・ラフアップ号
※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。



０４０２０ ２月１日 曇 重 （２１京都２）第２日 第８競走 ��
��１，９００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

６１１ リアルヴィクトリー 牡４鹿 ５６ 四位 洋文杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４９６＋１６１：５８．８ ２８．１�

８１５ ジョーモルデュー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４５８± ０１：５９．３３ １．９�
６１２ マルタカワンタッチ 牡４黒鹿５６ 石橋 守高橋 義和氏 松永 昌博 新冠 明和牧場 ４８６＋ ２１：５９．６１� ３８．８�
５９ シークレバー 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ９．１�
８１６ テイエムヒリュウ 牡５栗 ５７ 小林 徹弥竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５４４＋ ２１：５９．９２ ６９．２�
４７ レオプラズマ 牡４芦 ５６ 鮫島 良太�レオ 的場 均 平取 二風谷ファーム ４９６± ０２：００．１１� ５８．２�
２３ ク ロ ニ ク ル 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三 	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 B４５４－ ２２：００．２クビ ３０．０

７１４ フジノアリオン 牡４黒鹿５６ 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 浦河 冨岡牧場 ５１６± ０２：００．３� １２．５�
７１３	 エーシンカメンシズ 牡４栗 ５６ C．ルメール 平井 宏承氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm ４８４－ ８２：００．４� ６．８�
（仏）

２４ パッセジャーレ 
４鹿 ５６ 古川 吉洋藤田 孟司氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２ 〃 ハナ ３６．４
５１０� ゴールデンラダー 
６黒鹿５７ 熊沢 重文	ターフ・スポート大橋 勇樹 浦河 市川フアーム B４８０－ ４２：００．５クビ １２９．１�
３５ クレスコドリーム 牡４黒鹿５６ 幸 英明堀川 三郎氏 石坂 正 登別 青藍牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ８．０�
４８ ク オ ン 牡５栗 ５７ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４７６＋ ２２：００．７１� ８５．３�
３６ マチカネフクノカミ 牡５栗 ５７ M．デムーロ細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４８２－ ２２：０１．１２� １７．６�

（伊）

１２ ユウターダーツ 牡４鹿 ５６ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 B４４４＋１４２：０１．４１� ４２．１�
１１ � シナモンロール 牡５栗 ５７ 小牧 太�グリーンテック村山 明 静内 岡田 猛 ４５２＋ ４２：０１．５� ７５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５６２，３００円 複勝： ４９，８８７，２００円 枠連： ３２，３６２，１００円

普通馬連： ９９，６９５，６００円 馬単： ８０，４５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９２７，５００円

３連複： １３４，６６７，５００円 ３連単： ２４６，８１５，５００円 計： ７１０，３７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８１０円 複 勝 � ６８０円 � １１０円 � ６５０円 枠 連（６－８） １，４２０円

普通馬連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ６，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ６，９１０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ２０，９５０円 ３ 連 単 ��� １４３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３０５６２３ 的中 � ８５９７（７番人気）
複勝票数 計 ４９８８７２ 的中 � １１６３４（１０番人気）� ２２５７５０（１番人気）� １２１８６（８番人気）
枠連票数 計 ３２３６２１ 的中 （６－８） １６８２７（６番人気）
普通馬連票数 計 ９９６９５６ 的中 �� ３１８１７（７番人気）
馬単票数 計 ８０４５３６ 的中 �� ９１９１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９２７５ 的中 �� ８８２０（７番人気）�� １２３０（６０番人気）�� ７４５７（９番人気）
３連複票数 計１３４６６７５ 的中 ��� ４７４５（６５番人気）
３連単票数 計２４６８１５５ 的中 ��� １２７３（３７４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１１．７―１３．４―１３．０―１２．８―１２．７―１２．５―１２．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．９―１８．２―２９．９―４３．３―５６．３―１：０９．１―１：２１．８―１：３４．３―１：４６．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルヴィクトリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００７．７．８ 函館４着

２００５．４．９生 牡４鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood １６戦２勝 賞金 １７，３４０，０００円
〔騎手変更〕 クオン号の騎手渡辺薫彦は，第１競走での入線後の落馬負傷のため安藤光彰に変更。
※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。



０４０２１ ２月１日 曇 稍重 （２１京都２）第２日 第９競走 ��
��１，２００�

す い ろ か く

水 路 閣 特 別
発走１４時２５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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５９ � リキアイダンディ 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４８４＋ ６１：１０．４ ６７．７�

７１２� メイショウカーター 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８０＋ ４１：１０．５� ６３．６�
６１１	 リッターヴォルト 牡５鹿 ５７ 小牧 太石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou

Farm ５００－ ２１：１０．６
 ２．２�
３４ エーシンビーエル 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５４４－ ４１：１０．７� １７．５�
６１０ マルターズロビン 牡６栗 ５７ 幸 英明藤田 在子氏 吉田 直弘 浦河 荻伏服部牧場 ５２０± ０ 〃 ハナ ２８．０�
８１４� コンプリートラン 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ ７０．３�
４７ ニ シ ノ マ オ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４８８± ０１：１０．８
 ８６．１�
８１５	 コンゴウリュウオー 牡５黒鹿５７ 和田 竜二金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede

Farm Inc et al ５１０＋２０１：１０．９クビ １６．０	
２３ スペシャルブレイド 牡４鹿 ５６ C．ルメール 
ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４４４± ０１：１１．０� ６．６�

（仏）

１１ � トミノドリーム 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大
槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８４－ ２１：１１．２１� ９８．５�
２２ ゴールデンリング 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三
日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム B４５４－１０１：１１．３
 ２３．１
３５ 	 ホウショウリヴ 牝６芦 ５５ 武 幸四郎芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４９２＋ ４１：１１．４� １４．０�
４６ ハギノハーセルフ 牝４栗 ５４ 安藤 勝己日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６２± ０１：１１．６１� ７．７�
５８ プラチナムペスカ 牡５芦 ５７ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ５０６＋ ８１：１１．７
 ７．４�
７１３ リルティングソング 牝４栗 ５４ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４２６－ ４１：１２．６５ ２１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，２６１，０００円 複勝： ５４，３５０，５００円 枠連： ３７，０４８，６００円

普通馬連： １５８，９３４，７００円 馬単： １０７，０３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，００８，８００円

３連複： １８７，７８０，８００円 ３連単： ３９０，０４６，２００円 計： １，０２０，４６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，７７０円 複 勝 � １，１８０円 � １，２４０円 � １４０円 枠 連（５－７） ４，６００円

普通馬連 �� １１５，１１０円 馬 単 �� １７７，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２，２５０円 �� ２，５２０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� １０６，８５０円 ３ 連 単 ��� １，０７０，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３９２６１０ 的中 � ４５７１（１２番人気）
複勝票数 計 ５４３５０５ 的中 � ９１３０（１１番人気）� ８６３７（１２番人気）� １５４５６１（１番人気）
枠連票数 計 ３７０４８６ 的中 （５－７） ５９４５（１８番人気）
普通馬連票数 計１５８９３４７ 的中 �� １０１９（９７番人気）
馬単票数 計１０７０３５２ 的中 �� ４４４（１９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６００８８ 的中 �� ５００（９９番人気）�� ４５３５（２９番人気）�� ４４８５（３０番人気）
３連複票数 計１８７７８０８ 的中 ��� １２９７（２１１番人気）
３連単票数 計３９００４６２ 的中 ��� ２６９（１５８３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１１．３―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．０―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
３ ５（６，８）（２，１１）（３，１５）（１０，１３）（１，１４）１２（７，９）－４ ４ ５（６，８，１１）（２，３，１０，１５）１（１４，１３，１２）９（７，４）

勝馬の
紹 介

�リキアイダンディ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タイトスポット

２００１．４．１１生 牡８鹿 母 ストップザネバー 母母 ノーノーネヴアー ２０戦４勝 賞金 ５５，６３３，０００円
地方デビュー ２００４．１０．２６ 門別 ［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 メイショウカーター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 リッターヴォルト号の騎手小牧太は，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。（１０番・１５番への

進路影響）
〔調教再審査〕 メイショウカーター号は，発走調教再審査。
※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。



０４０２２ ２月１日 曇 稍重 （２１京都２）第２日 第１０競走 ��
��２，４００�

しょうらい

松籟ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．２．２以降２１．１．２５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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３３ ハギノジョイフル �５鹿 ５４ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７６± ０２：２８．２ １８．８�

５５ タニノディキディキ 牡６鹿 ５４ M．デムーロ谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４７４＋ ４２：２８．４１� ６．８�
（伊）

４４ アーネストリー 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０－ ２ 〃 ハナ ３．０�
６８ ソリッドプラチナム 牝６黒鹿５４ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４２４± ０２：２８．７１� ３４．２�
７１０ セタガヤフラッグ 牡６鹿 ５４ 鮫島 良太千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４－ ４ 〃 クビ １２．４�
５６ マイネルネオス 牡６鹿 ５５ 幸 英明 �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 ４４８－ ２２：２８．８	 ２９．８�
６７ メトロシュタイン 牡５青鹿５７．５ C．ルメール 太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５２４＋ ２ 〃 クビ ６．２	

（仏）

１１ ロックスピリッツ 牡７鹿 ５２ 古川 吉洋 
社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：２８．９クビ １０５．９�
２２ アグネススターチ 牡４鹿 ５５ 武 豊渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８４－ ２２：２９．１１� ７．１�
８１２ アヴェンティーノ 牡５鹿 ５５ 浜中 俊吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ １６．３
８１１ シゲルタック 牡５鹿 ５６ 四位 洋文森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４８０＋ ６２：２９．７３	 ５．３�
７９ ツアーデフォース �６鹿 ５５ 和田 竜二 
ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 静内 大典牧場 ４７２＋ ６２：２９．８	 ５５．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４２，２４０，２００円 複勝： ６４，５９８，８００円 枠連： ４１，９１６，１００円

普通馬連： ２００，５７９，３００円 馬単： １２５，４０３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，３９９，９００円

３連複： ２１８，５８０，２００円 ３連単： ４６４，８１３，９００円 計： １，２１１，５３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８８０円 複 勝 � ４４０円 � １９０円 � １７０円 枠 連（３－５） ４，５４０円

普通馬連 �� ４，５８０円 馬 単 �� １０，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� １，０９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ５，４３０円 ３ 連 単 ��� ４７，９４０円

票 数

単勝票数 計 ４２２４０２ 的中 � １７７０９（８番人気）
複勝票数 計 ６４５９８８ 的中 � ２９７７９（８番人気）� ９８００２（３番人気）� １２２４０４（１番人気）
枠連票数 計 ４１９１６１ 的中 （３－５） ６８２７（２１番人気）
普通馬連票数 計２００５７９３ 的中 �� ３２３４０（２３番人気）
馬単票数 計１２５４０３３ 的中 �� ９１８９（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３３９９９ 的中 �� ９９３１（１９番人気）�� １１７７１（１６番人気）�� ２６１７６（４番人気）
３連複票数 計２１８５８０２ 的中 ��� ２９７４２（２１番人気）
３連単票数 計４６４８１３９ 的中 ��� ７１５６（１８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．４―１２．７―１２．８―１２．８―１３．５―１２．４―１２．３―１２．６―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．７―３５．１―４７．８―１：００．６―１：１３．４―１：２６．９―１：３９．３―１：５１．６―２：０４．２―２：１５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノジョイフル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．６．１０ 中京１２着

２００４．４．１８生 �５鹿 母 ハギノラベンダー 母母 キ ー ハ ー ト ２９戦４勝 賞金 ９０，８９１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



０４０２３ ２月１日 曇 稍重 （２１京都２）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第４４回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
牝，４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５２�５歳以上５３�，収得賞金１，２００万円毎１�
増，�：４歳５４�５歳以上５５�，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１
着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００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

４６ チェレブリタ 牝４鹿 ５３ 武 豊�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４２＋ ２１：３５．１ １２．１�

７１１ レインダンス 牝５栗 ５４ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：３５．３１� １３．２�
４５ ザ レ マ 牝５栗 ５４ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２４± ０ 〃 アタマ ４．６�
３３ テンイムホウ 牝７鹿 ５４ 和田 竜二中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２－ ４１：３５．４	 １１９．０�
１１ オ デ ィ ー ル 牝４芦 ５３ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ４ 〃 クビ ６．９�
２２ スペルバインド 牝４鹿 ５４ M．デムーロ �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４９２－ ２１：３５．５クビ ５．６�

（伊）

５７ クラウンプリンセス 牝５鹿 ５４ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：３５．６	 １３．５	
８１３ トウカイルナ 牝７青鹿５５ 四位 洋文内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４３０－ ６１：３５．７クビ ２９．１

６１０ タイキマドレーヌ 牝６栗 ５４ 北村 友一�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム B４３０－１０ 〃 クビ ５６．２�
８１４ ハチマンダイボサツ 牝５黒鹿５４ 池添 謙一居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ５１６＋ ６１：３５．８
 １０．０�
７１２ カレイジャスミン 牝４鹿 ５３ 幸 英明ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４９８－１０１：３６．１１
 ２２．２
３４ � プリンセストロイ 牝５鹿 ５４ 角田 晃一山田 和正氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：３６．２	 １７．９�
５８ � ハートオブクィーン 牝４青鹿５４ 武 幸四郎泉 俊二氏 水野 貴広 門別 木村牧場 ４７０± ０１：３６．６２	 ４９．１�
６９ ニシノマナムスメ 牝５青鹿５４ C．ルメール 西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４８± ０１：３６．７クビ ４．９�

（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２３，９４４，８００円 複勝： １４９，８６２，３００円 枠連： １３８，７７４，７００円

普通馬連： ８１６，０２３，０００円 馬単： ４０８，６１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６２，８１６，０００円

３連複： ９０４，０６８，４００円 ３連単： １，９２２，５３６，３００円 計： ４，６２６，６３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３８０円 � ３６０円 � １８０円 枠 連（４－７） １，４５０円

普通馬連 �� ９，７２０円 馬 単 �� １８，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０４０円 �� ８８０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １０，５６０円 ３ 連 単 ��� ９６，５５０円

票 数

単勝票数 計１２３９４４８ 的中 � ８０８０２（６番人気）
複勝票数 計１４９８６２３ 的中 � ９０９０５（８番人気）� ９６９９９（６番人気）� ２８５１０７（１番人気）
枠連票数 計１３８７７４７ 的中 （４－７） ７０９６７（５番人気）
普通馬連票数 計８１６０２３０ 的中 �� ６１９８３（４１番人気）
馬単票数 計４０８６１１７ 的中 �� １６３３２（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６２８１６０ 的中 �� １２７２２（４５番人気）�� ４７２３７（５番人気）�� ３５０９４（１３番人気）
３連複票数 計９０４０６８４ 的中 ��� ６３２０７（３３番人気）
３連単票数 計１９２２５３６３ 的中 ��� １４６９６（３６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．６―３５．４―４７．６―５９．２―１：１１．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェレブリタ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．９．１７ 阪神２着

２００５．４．２３生 牝４鹿 母 ア カ プ ル コ 母母 ナカトップサロン １５戦４勝 賞金 １０２，６０３，０００円
〔騎手変更〕 タイキマドレーヌ号の騎手渡辺薫彦は，第１競走での入線後の落馬負傷のため北村友一に変更。
※テンイムホウ号は，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を表示している。



０４０２４ ２月１日 曇 重 （２１京都２）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０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

６１１� トップジャイアンツ 牡４鹿 ５５ 小牧 太横瀬 兼二氏 山内 研二 豪
Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４７８－１２１：５１．５ １７．８�

２２ シャインモーメント 牡４栗 ５６ 安藤 勝己�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９０± ０１：５１．６� ３．４�
５９ テイエムザエックス 牡６栗 ５７ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４９０－ ６ 〃 ハナ ５．１�
７１３� ヒシウィンザー 牡５鹿 ５７ C．ルメール 阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe B４９８－ ４１：５１．７	 ８．７�

（仏）

５８ ミステリーゲスト 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４１：５２．２３ １９．２�

８１５ ホッコーキングオー 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０６＋ ４１：５２．５１	 １５．９	
４６ ホワイトベッセル 牡５白 ５７ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４１：５２．６	 ８．３

４７ ホーマンラフィット 牡７栗 ５７ 金折 知則久保 博文氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４７４－ ６ 〃 ハナ １２４．７�
１１ オースミマコ 牝４鹿 ５４ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 アタマ １０６．６�
３５ ワンダームシャ 牡４鹿 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４６０－ ４１：５２．８１� ３４．０
２３ チャームピクチャー 牝５栗 ５５

５２ ▲田村 太雅タマモ� 佐藤 正雄 静内 前田牧場 ４６２－ ２１：５２．９クビ ４５．９�
６１０ サーユウジーン 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４９０＋ ２１：５３．１１ １８２．２�
８１４ アイノレグルス 牡４鹿 ５６ M．デムーロ田中 一成氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４５８－ ８ 〃 クビ ５．７�

（伊）

３４ �
 ウィッシングデュー 牝５黒鹿５５ 武 幸四郎中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-
vestments LLC ４８２＋ ２１：５３．５２� ２５．０�

７１２ ナムラジョンブル 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥ディアレスト 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８８＋ ４１：５４．３５ １４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５３，１１８，１００円 複勝： ６９，３３３，３００円 枠連： ６２，７９８，７００円

普通馬連： ２３３，９７４，５００円 馬単： １４６，７０３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，３０７，２００円

３連複： ２７１，２９４，４００円 ３連単： ５８３，３８９，２００円 計： １，４８７，９１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７８０円 複 勝 � ４２０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（２－６） ３，３９０円

普通馬連 �� ４，１５０円 馬 単 �� １０，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� １，８３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ６，１５０円 ３ 連 単 ��� ４８，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５３１１８１ 的中 � ２３６０４（８番人気）
複勝票数 計 ６９３３３３ 的中 � ３０４０５（９番人気）� １５５２７４（１番人気）� １２７１２３（２番人気）
枠連票数 計 ６２７９８７ 的中 （２－６） １３６８０（１５番人気）
普通馬連票数 計２３３９７４５ 的中 �� ４１６６８（１８番人気）
馬単票数 計１４６７０３４ 的中 �� １０５６０（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７３０７２ 的中 �� １１８２２（１６番人気）�� ８３６９（２５番人気）�� ５８１８２（１番人気）
３連複票数 計２７１２９４４ 的中 ��� ３２５９８（１７番人気）
３連単票数 計５８３３８９２ 的中 ��� ８８８７（１４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．９―１２．８―１２．９―１１．９―１２．３―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．６―３６．５―４９．３―１：０２．２―１：１４．１―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４F４９．３―３F３７．４
１
３
４，１１－（９，１３）１２，１４，３（５，７，８，１５）６－１０－２，１
１１（４，１２，１４，１５）－６（９，１３）８－（３，５）７－（１０，２）－１

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

勝馬の
紹 介

�トップジャイアンツ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．６．２２ 函館６着

２００５．８．１５生 牡４鹿 母 Evening Charmer 母母 Take Heart ７戦３勝 賞金 ２５，１００，０００円
※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。



（２１京都２）第２日 ２月１日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２６８，８４０，０００円
８，５２０，０００円
８，０９０，０００円
１，５９０，０００円
２７，３３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，９９３，０００円
５，１１０，２００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
４４１，８４０，９００円
６１２，７１３，７００円
４６０，４９５，４００円
１，９７１，４５７，５００円
１，２５８，８８４，３００円
５３５，４７０，３００円
２，３０８，２７７，２００円
４，７１８，２７１，１００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 １２，３０７，４１０，４００円

総入場人員 ２７，５５０名 （有料入場人員 ２６，２３１名）




