
０１００１ １月５日 晴 良 （２２京都１）第１日 第１競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５１０ エーシンスポール 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４６４－ ６１：１３．８ １．８�

１１ アスタータイクーン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４６２＋ ６１：１４．２２� ７．７�
６１１ クイーンフラワー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆田中 健��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５１０＋１４１：１４．４１� ３２．６�
３５ ネイルダウン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋ ２１：１４．５� ３．８�
１２ ル ク リ ア 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４－ ２１：１５．４５ １６３．５�
４７ コパノヒコサチ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 平取 船越 伸也 ４４８± ０１：１５．５� １４９．７	
２３ パリスブルー 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大 �ブルーマネジメント松永 昌博 新冠 川上牧場 ４３０＋ ２１：１５．７１� １４９．７	
７１４ カネコメキラリ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�岡 義雄氏 服部 利之 新冠 アサヒ牧場 ４２４＋ ４１：１５．８クビ １２４．２

８１６ シゲカツワンダフル 牡３芦 ５６ 金折 知則�駒秀 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４５６＋ ６ 〃 クビ ２８．１�
３６ カシノグローブ 牡３青鹿５６ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５４＋ ２１：１６．０１� ２９９．０�
５９ ラ イ モ ン ダ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６± ０ 〃 クビ １９１．６
８１５ ヒダカタイザン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４１４－ ６１：１６．２１� ２３．２�
６１２ リリーレインジャー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 谷口育成牧場 ４５８－ ４１：１６．３� １８．５�
２４ クリノイマジン 牡３鹿 ５６

５４ △荻野 琢真栗本 博晴氏 矢作 芳人 日高 三輪牧場 ４５０－ ６１：１６．５� ２２１．２�
７１３ シュガーレスボーイ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４４２－ ６１：１６．６� １６９．５�
４８ ノヴェルデザイン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６６± ０１：１６．９１� ９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０９７，１００円 複勝： ２３，２５０，６００円 枠連： １２，２７５，６００円

普通馬連： ４６，１２３，８００円 馬単： ３３，９４１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３０８，０００円

３連複： ６２，２２４，６００円 ３連単： １０１，５６２，７００円 計： ３１２，７８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ６００円 枠 連（１－５） ５９０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，１１０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ５，６４０円 ３ 連 単 ��� １６，３５０円

票 数

単勝票数 計 １５０９７１ 的中 � ６６２４５（１番人気）
複勝票数 計 ２３２５０６ 的中 � ７０４８５（１番人気）� ３２０５３（３番人気）� ６５６９（８番人気）
枠連票数 計 １２２７５６ 的中 （１－５） １５４２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ４６１２３８ 的中 �� ４９１１０（２番人気）
馬単票数 計 ３３９４１９ 的中 �� ２２２５９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３０８０ 的中 �� １５９６４（３番人気）�� ３８６８（１２番人気）�� １８４８（２３番人気）
３連複票数 計 ６２２２４６ 的中 ��� ８１５０（１８番人気）
３連単票数 計１０１５６２７ 的中 ��� ４５８７（４４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．３―１２．３―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．５―３６．８―４９．１―１：０１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンスポール �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．１２．５ 阪神３着

２００７．２．２４生 牝３黒鹿 母 エイシンブレーン 母母 Hot Love ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



０１００２ １月５日 晴 良 （２２京都１）第１日 第２競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７９ フラガラッハ 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋ ２１：５４．０ １．６�

３３ オースミマリオン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４６０－ ６１：５４．１� ２７．６�
５５ ツルマルヤマト 牡３栗 ５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７４± ０１：５４．４２ １１．５�
７８ ナムラウォーリアー 牡３青鹿５６ 小林慎一郎奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４６０＋ ８１：５４．５� ５７．１�
６７ リズミックビート 牡３栗 ５６ 池添 謙一名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５００－ ６１：５４．６� ４．６�
４４ トウケイウッドマン 牡３青 ５６ 赤木高太郎木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 ４５０－ ２１：５４．８１ １４．１	
８１０ グッドカレラ 牡３青 ５６ 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１２－ ６１：５５．２２� ７．５

６６ イケイケゴーゴー 牡３青鹿 ５６

５４ △松山 弘平田畑 利彦氏 加用 正 新冠 若林牧場 ５０６－１２１：５５．４１� ２３．６�
１１ ア オ モ ミ ジ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４３０± ０１：５５．５� ７０．８
２２ プレジャームーン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 絵笛牧場 ４３８－ ２１：５６．４５ １６８．８�
８１１ タケミカデュラン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか 矢野牧場 ４４６＋ ６２：００．８大差 ２３９．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，８０７，９００円 複勝： ３０，４６１，６００円 枠連： １０，４３５，８００円

普通馬連： ４１，４７５，２００円 馬単： ４１，９７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１６０，１００円

３連複： ５８，４８９，２００円 ３連単： １２１，００９，７００円 計： ３３７，８１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � ２４０円 枠 連（３－７） １，７１０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ３５０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� １３，４００円

票 数

単勝票数 計 １５８０７９ 的中 � ７９２８２（１番人気）
複勝票数 計 ３０４６１６ 的中 � １４５５７８（１番人気）� ９５７０（７番人気）� ２３１３２（４番人気）
枠連票数 計 １０４３５８ 的中 （３－７） ４５３０（７番人気）
普通馬連票数 計 ４１４７５２ 的中 �� １７８１７（７番人気）
馬単票数 計 ４１９７３４ 的中 �� １５７７８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１６０１ 的中 �� ５６１４（１１番人気）�� １４４１０（３番人気）�� ２０８３（２３番人気）
３連複票数 計 ５８４８９２ 的中 ��� １０５３４（１４番人気）
３連単票数 計１２１００９７ 的中 ��� ６６６７（４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１３．７―１２．７―１３．１―１３．２―１２．４―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３７．２―４９．９―１：０３．０―１：１６．２―１：２８．６―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．８
１
３

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

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

フラガラッハ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２０ 阪神２着

２００７．４．３生 牡３鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケミカデュラン号は，平成２２年２月５日まで平地競走に出走できない。



０１００３ １月５日 曇 良 （２２京都１）第１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）

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

７１４ マカニビスティー 牡３青鹿５６ 川島 信二備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 ４８０＋ ６１：２５．５ ６．１�

３５ ラガーリンリン 牝３芦 ５４
５２ △松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７０＋ ２１：２６．２４ ２３．３�

５９ ナムラアトラクト 牝３鹿 ５４ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１４＋１０１：２６．４１� １．９�
８１５� モエレジュンキン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５２＋ ６１：２６．５� ７６．７�
２４ ブラックイレブン 牡３黒鹿５６ 金折 知則吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４３０± ０１：２６．６クビ １３９．０�
１１ トイボックス 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２０．７�
４７ イッツアチャンス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４９０＋ ４１：２６．９１� ３５．９	
１２ ケージーキングオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 ４９６＋ ２１：２７．２１� ２９．２

４８ スティールパス 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４３２± ０１：２７．３� ４．２�
３６ カルロスバローズ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド ４７０＋ ２ 〃 アタマ ４２．１�
５１０ カシノピストン 牡３芦 ５６ 川田 将雅柏木 務氏 福永 甲 熊本 竹原 孝昭 ４５４＋ ８１：２７．４クビ １２６．６
６１２ イサミダンス 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 恭介前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４５２± ０１：２７．６１ １０１．８�
２３ フラムドール 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４４６－ ４ 〃 クビ １３．５�
７１３� モルフェキング 牡３黒鹿５６ 武 英智並河賢一郎氏 武 宏平 平取 高橋 幸男 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ３９５．１�
６１１ セイインディア 牝３黒鹿５４ 池添 謙一金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４７８＋１０１：２７．７� ２１３．２�
８１６ クロワラモー 牝３黒鹿５４ 浜中 俊�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４４６＋ ４ 〃 アタマ ４２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２５８，６００円 複勝： ３９，５３８，７００円 枠連： １７，５５９，７００円

普通馬連： ６０，８０１，１００円 馬単： ４７，０９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７７６，４００円

３連複： ８３，０６６，０００円 ３連単： １３５，０４６，３００円 計： ４３０，１４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � １１０円 枠 連（３－７） ４，１８０円

普通馬連 �� ５，０１０円 馬 単 �� １０，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ３１０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 ��� ２５，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２２２５８６ 的中 � ２９０１５（３番人気）
複勝票数 計 ３９５３８７ 的中 � ４４５９９（３番人気）� １７８４０（６番人気）� １７８９１７（１番人気）
枠連票数 計 １７５５９７ 的中 （３－７） ３１０１（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６０８０１１ 的中 �� ８９６６（１４番人気）
馬単票数 計 ４７０９６６ 的中 �� ３４１６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７７６４ 的中 �� ３９４５（１７番人気）�� ２２６３３（２番人気）�� １１３６５（５番人気）
３連複票数 計 ８３０６６０ 的中 ��� ２４２２９（６番人気）
３連単票数 計１３５０４６３ 的中 ��� ３８８１（７２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．２―１３．０―１２．６―１２．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．７―３５．９―４８．９―１：０１．５―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３６．６
３ ７（５，９，１２）８（４，１６，１４）２（６，１１，１５）１（１０，１３）３ ４ ７，９（５，１２）（８，１６，１４）４（２，１１，１５）６（１，１３）（１０，３）

勝馬の
紹 介

マカニビスティー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．１２ 阪神９着

２００７．５．７生 牡３青鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円



０１００４ １月５日 曇 良 （２２京都１）第１日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時３５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３６ シルクエステート 牡４青 ５６ 池添 謙一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ４１：５１．８ ４．１�

５９ チョップチョップ 牡４青鹿５６ 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４８２＋ ２１：５２．０１ ２．３�
５１０ オーゴンシャトル 牡４栗 ５６ 川田 将雅永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 B５０４＋１６ 〃 アタマ ３８．２�
３５ ソルモンターレ 牡４鹿 ５６ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４６８＋ ８１：５２．７４ ７．３�
４８ ベストルート 牡５栗 ５７ 小牧 太�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４７８＋ ４１：５２．９１� ３４．８�
１１ � ピエナミッチー 牡５鹿 ５７ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７２－ ２ 〃 アタマ ２０．８�
４７ メテオストリーム 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ４１：５３．５３� １１０．０	
６１２ ホークウィンザー 牡５芦 ５７ 幸 英明小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４４２＋ ４ 〃 クビ ２８．９

７１４ シゲルトカチダケ 牡４黒鹿５６ 川島 信二森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４５２＋ ２１：５４．４５ ７０．５�
１２ マーブルデイビー 牡４栗 ５６ 浜中 俊下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４９０＋ ２１：５４．５� １５．４�
８１５ メイショウシンドウ 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５００＋１２１：５４．６クビ ７５．５
２３ レ ッ ド ア イ 	４栗 ５６ 角田 晃一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：５４．９２ ５．９�
２４ スターサイクル 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４９４＋１０１：５５．０クビ １２１．１�
６１１� シシャモフレンド 牝５鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４９４± ０１：５５．２１� １０１．９�
８１６� ワンダールシデス 牝５栗 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４５０＋１２１：５５．５２ ３４１．１�
７１３
 エーシンカマンダー 牡５栗 ５７ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５１４＋ ６１：５６．０３ １５８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４９５，０００円 複勝： ２２，２８８，１００円 枠連： １９，８２０，０００円

普通馬連： ５０，４１２，５００円 馬単： ３７，２４０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０８５，１００円

３連複： ７１，５５７，６００円 ３連単： １１２，１３６，１００円 計： ３５０，０３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ８２０円 枠 連（３－５） ３００円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３，２１０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ７，３３０円 ３ 連 単 ��� ３５，１２０円

票 数

単勝票数 計 １５４９５０ 的中 � ３０１０９（２番人気）
複勝票数 計 ２２２８８１ 的中 � ３８８７０（２番人気）� ６１４０８（１番人気）� ４４００（９番人気）
枠連票数 計 １９８２００ 的中 （３－５） ４９３０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０４１２５ 的中 �� ６８０４９（１番人気）
馬単票数 計 ３７２４０４ 的中 �� ２１３４１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０８５１ 的中 �� ２９６９１（１番人気）�� １３９０（２９番人気）�� ２７８７（２０番人気）
３連複票数 計 ７１５５７６ 的中 ��� ７２０８（２３番人気）
３連単票数 計１１２１３６１ 的中 ��� ２３５７（９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．２―４９．９―１：０２．７―１：１５．４―１：２７．８―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．４
１
３
８，９（５，１０）（７，６）（１２，１１，１６）（１，４）２－１４，１５，３－１３
８，９（５，１０）６（７，１２，１１）（１６，２）（１，４）３（１４，１３）１５

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

勝馬の
紹 介

シルクエステート �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．２．１ 京都８着

２００６．３．９生 牡４青 母 ロ ス ケ イ 母母 Mount Holyoke １１戦２勝 賞金 ２２，５５０，０００円
〔発走状況〕 エーシンカマンダー号は，枠入り不良。発走時刻５分遅延。

メイショウシンドウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エーシンカマンダー号は，平成２２年１月６日から平成２２年１月２４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シルバービート号・ツカサゲンキ号・ワキノブライアン号



０１００５ １月５日 曇 良 （２２京都１）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５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 ネオヴァンドーム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：５０．２ ２．４�

６１１ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５６ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ２１：５０．４１� ９．５�
２３ シンコープリンス 牡３青鹿５６ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４３８± ０１：５０．５クビ ２３．０�
４７ ハードダダンダン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５６＋ ４１：５０．７１� ２９．７�
１２ ドリームマジシャン 牡３青鹿５６ 角田 晃一セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８２＋ ２１：５１．０２ ３５．８�
３５ サクラルーセント 牡３青 ５６ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４８８－ ２１：５１．２１� ２．８�
７１４ バンダムクラウス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４６± ０１：５１．６２� １１．５	
８１５ ベ ル エ ー ル 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 アサヒ牧場 ４６０－ ２１：５１．７� １６６．８

８１６ スマートドラゴン 牡３栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ２ 〃 クビ １８．４�
２４ � プレザンサプライズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅榮 義則氏 森 秀行 愛 Senford R.

Robertson ４６０－ ８１：５１．８クビ １４３．２�
１１ メイショウナイル 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６０－ ４１：５２．１２ ２９３．５
５９ マイネカラフル 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ４１４－１２１：５２．７３� ２７３．２�

７１３ デンコウアルセウス 牡３青鹿５６ 秋山真一郎田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４７４＋ ４１：５２．８クビ １４２．１�
６１２ テンシノカフェ 牡３鹿 ５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 日高 千葉飯田牧場 ４７２＋ ６１：５３．６５ ３７７．９�
４８ ムーンテンダー 牡３鹿 ５６ 上野 翔岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４８０＋ ８１：５３．８１ ４８６．３�
３６ マルカボルト 牡３黒鹿５６ 上村 洋行河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８８－ ２１：５４．０１� １１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５１１，０００円 複勝： ３０，６６５，２００円 枠連： １６，８８３，８００円

普通馬連： ５５，１３４，０００円 馬単： ４０，９７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８１４，１００円

３連複： ７６，６２０，６００円 ３連単： １２９，８２６，５００円 計： ３８９，４３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ４１０円 枠 連（５－６） １，１１０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ７７０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ４，１４０円 ３ 連 単 ��� １３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８５１１０ 的中 � ６２９１９（１番人気）
複勝票数 計 ３０６６５２ 的中 � １２２１５５（１番人気）� ２７７９９（３番人気）� １２１９６（６番人気）
枠連票数 計 １６８８３８ 的中 （５－６） １１２３３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５５１３４０ 的中 �� ３４８１７（３番人気）
馬単票数 計 ４０９７８２ 的中 �� １６４９８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８１４１ 的中 �� １３１９０（３番人気）�� ６６２６（８番人気）�� ２９１２（１８番人気）
３連複票数 計 ７６６２０６ 的中 ��� １３６８５（１３番人気）
３連単票数 計１２９８２６５ 的中 ��� ６８７４（３７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．２―１１．７―１２．５―１３．３―１２．９―１２．６―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．３―３６．０―４８．５―１：０１．８―１：１４．７―１：２７．３―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァンドーム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都２着

２００７．２．１９生 牡３鹿 母 プリンセスカット 母母 ブリリアントカット ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マコトダイダロス号



０１００６ １月５日 曇 良 （２２京都１）第１日 第６競走 ��２，０００�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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

４４ アナバティック 牡３栗 ５６ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７６ ―２：０３．７ ３．６�

５５ ルナーコロナ 牝３青 ５４ 池添 謙一吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４１６ ―２：０３．８� １１．７�
７８ ラフォルジュルネ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８ ―２：０４．２２� ４．２�
７９ トーセンアドミラル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９４ ―２：０４．５１� １２．５�
６６ ニシノオフェンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４９８ ―２：０４．６� ７．０	
８１１ シアフォース 牡３鹿 ５６ 武 豊�RRA 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８ ―２：０４．７� ７．８

３３ ゲットアヘッド 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７８ ―２：０４．９１� １１１．５�
８１０ エーシンポルックス 牡３芦 ５６ 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 ４８８ ―２：０５．１１� ４．３�
１１ スカッチテイスト 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社

大原ファーム ４６４ ―２：０６．６９ １５８．２
２２ トウカイキアーロ 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５１６ ―２：０８．７大差 ３０．６�
６７ ピサノジュメイラ 牡３鹿 ５６ 幸 英明市川 義美氏 白井 寿昭 えりも エクセルマネジメント ４４８ ― （競走中止） ４６．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，３８９，０００円 複勝： ２６，９９４，７００円 枠連： １６，３１１，４００円

普通馬連： ５２，１６６，１００円 馬単： ４０，８５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１９０，６００円

３連複： ６６，２８３，５００円 ３連単： １１２，２９２，５００円 計： ３５１，４８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � １７０円 枠 連（４－５） ２，６４０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ３１０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� １８，４２０円

票 数

単勝票数 計 １９３８９０ 的中 � ４３２５４（１番人気）
複勝票数 計 ２６９９４７ 的中 � ５７７３３（２番人気）� １８１４３（７番人気）� ４５３２３（３番人気）
枠連票数 計 １６３１１４ 的中 （４－５） ４５６６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５２１６６１ 的中 �� １７３７５（１０番人気）
馬単票数 計 ４０８５６１ 的中 �� ８６４６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１９０６ 的中 �� ５８２２（９番人気）�� １５６０４（１番人気）�� ４７８６（１１番人気）
３連複票数 計 ６６２８３５ 的中 ��� １５５７７（９番人気）
３連単票数 計１１２２９２５ 的中 ��� ４５０１（６０番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１３．４―１３．３―１２．８―１２．８―１１．９―１１．８―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．０―３８．４―５１．７―１：０４．５―１：１７．３―１：２９．２―１：４１．０―１：５２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．５
１
３
５，４（１，６，９）（３，１０）７，１１（２，８）・（５，４）（１，６，９）（３，１０）１１（７，８）＝２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アナバティック �
�
父 アルカセット �

�
母父 Wolfhound 初出走

２００７．３．３０生 牡３栗 母 サンチェッス 母母 Flamenco Wave １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ピサノジュメイラ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 スカッチテイスト号の騎手小坂忠士は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影響）



０１００７ １月５日 曇 良 （２２京都１）第１日 第７競走 １，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ テイエムクレナイ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７６－ ２１：１１．５ ７．３�

１２ グロッキーバルボア 牡４鹿 ５６ 武 豊飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：１１．９２� １．６�
７１４ クリスタルドア 牡５鹿 ５７ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５００＋ ４１：１２．３２� ５１．７�
５９ アベニールシチー 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４６４＋ ６１：１２．４クビ ５１．９�
７１３� ブライアントパーク 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠細川祐季子氏 藤原 英昭 平取 稲原牧場 ４６２＋１６ 〃 ハナ ６．６�
６１１� メイショウフェーヴ 牝５栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ２１：１２．５� ３３．８�
５１０� サ ク ラ モ サ 牡７栗 ５７ 幸 英明�さくらコマース梅田 智之 静内 新和牧場 ５００＋１４１：１２．６クビ １５．８	
２４ � ベートーヴェン 牡５鹿 ５７ 小牧 太中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ５１２－ ８１：１３．１３ １０６．４

４８ � ム ー ヴ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊池住 安信氏 福永 甲 浦河 三栄牧場 ４３４＋ ６１：１３．２� ３０１．９�
８１５� セフティロングワン 牡５青鹿 ５７

５５ △松山 弘平池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５５０＋２２１：１３．３� ８１．０�
２３ プリティマリ 牝４鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４７８＋ ４１：１３．５１� ７６．９
３６ リバーキャッスル 牝５栗 ５５ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４３２－ ４１：１３．７１ ２２１．６�
８１６� マ イ コ ハ ン 牝５鹿 ５５ 植野 貴也中山 速水氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４７２± ０１：１３．９１� ２７８．８�
６１２ リ ー テ ィ ラ 牝４鹿 ５４ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ５００＋１０１：１４．１１� ３５．３�
３５ ニシノアクエリオン 牡４鹿 ５６ 金折 知則西山 茂行氏 松元 茂樹 鵡川 西山牧場 ５１０＋１６１：１４．２� ６１．３�
４７ シゲルクラマヤマ 牡４鹿 ５６ 池添 謙一森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４６６± ０１：１４．３� ７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１８１，６００円 複勝： ３８，１２９，１００円 枠連： ２２，０１９，８００円

普通馬連： ７３，３９３，８００円 馬単： ６１，１０２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２１９，６００円

３連複： ９５，８０６，７００円 ３連単： １８２，８１０，４００円 計： ５２１，６６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ４９０円 枠 連（１－１） ５７０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，８１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� １９，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２２１８１６ 的中 � ２４０６３（３番人気）
複勝票数 計 ３８１２９１ 的中 � ４６２８９（２番人気）� １８０１３９（１番人気）� １０２１７（７番人気）
枠連票数 計 ２２０１９８ 的中 （１－１） ２８８２５（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３３９３８ 的中 �� １００７８１（２番人気）
馬単票数 計 ６１１０２７ 的中 �� ３１２６５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２１９６ 的中 �� ２９１２３（１番人気）�� ３１７４（１８番人気）�� ６６１９（１０番人気）
３連複票数 計 ９５８０６７ 的中 ��� ２０２３６（８番人気）
３連単票数 計１８２８１０４ 的中 ��� ７００５（５１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．６―１２．４―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．８―４７．２―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムクレナイ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．１６ 京都１着

２００５．３．１７生 牝５栗 母 グラヴィール 母母 クライングフォーモア １５戦３勝 賞金 ３４，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ハードリレー号



０１００８ １月５日 晴 良 （２２京都１）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５８ フロムジオリエント 牡４青鹿 ５６
５４ △松山 弘平 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：５２．７ ６．７�

７１２ オオトリオウジャ 牡４鹿 ５６ 武 豊鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５００＋ ８ 〃 アタマ ２．５�

６１１ パーフェクトラン 牡７鹿 ５７ 浜中 俊下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１８＋１０１：５３．０１� １８．８�
２３ バトルブリンディス 牡５青鹿５７ 川島 信二宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６６＋ ６１：５３．１� ２１．６�
４６ トーセンスターン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：５３．２クビ ３．９�
２２ ホーマンクラフト 牡７鹿 ５７ 古川 吉洋久保 博文氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４４２－ ２１：５３．４１� ９．３	
７１３ オウケンマジック 牡４鹿 ５６ 小牧 太福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４６６＋１０１：５３．６１� ９．５

３４ � トップジャイアンツ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４９２－ ２１：５３．７� １７．６�
５９ ホクトスワン 牝４黒鹿５４ 鮫島 良太布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４７０－ ２１：５３．８クビ １０６．４�
８１４ ローザレーヌ 牝４青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ５１．４
１１ センターザゴールド 牡７鹿 ５７ 幸 英明中野 優氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ５２２－ ６１：５４．１１� １４５．５�
４７ 	 ジェンティリティー 
５栗 ５７ 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６± ０ 〃 ハナ ３９．５�
６１０ カタンジャレ 牡４栗 ５６ 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５１０＋ ２１：５４．４２ ９３．０�
８１５ ナンヨーナイト 牝５鹿 ５５ 松田 大作中村 �也氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ５１６＋ ２１：５４．５� ８３．４�
３５ ダノンマッハ 牡６黒鹿５７ 熊沢 重文�ダノックス 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６１：５５．３５ １４２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３２６，３００円 複勝： ３８，８４６，６００円 枠連： ２８，０３９，３００円

普通馬連： ９４，９０４，８００円 馬単： ６３，８４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７５３，２００円

３連複： １１７，４７１，３００円 ３連単： １９７，２６０，４００円 計： ５９７，４５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ４３０円 枠 連（５－７） ６９０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，５７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ３１，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２４３２６３ 的中 � ２８７６６（３番人気）
複勝票数 計 ３８８４６６ 的中 � ４３６５８（４番人気）� ９５１８４（１番人気）� １８２９４（７番人気）
枠連票数 計 ２８０３９３ 的中 （５－７） ３０１８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９４９０４８ 的中 �� ６７３４５（２番人気）
馬単票数 計 ６３８４９２ 的中 �� １６６４２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７５３２ 的中 �� １４９８５（４番人気）�� ４９４８（２２番人気）�� ６９９７（１４番人気）
３連複票数 計１１７４７１３ 的中 ��� １５１５３（２０番人気）
３連単票数 計１９７２６０４ 的中 ��� ４５９１（９９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１３．５―１３．４―１３．２―１１．９―１２．５―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３７．０―５０．４―１：０３．６―１：１５．５―１：２８．０―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

フロムジオリエント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．２．２２ 小倉２着

２００６．５．１５生 牡４青鹿 母 オウリエット 母母 Rose de Crystal １０戦３勝 賞金 ３１，９５０，０００円



０１００９ １月５日 晴 良 （２２京都１）第１日 第９競走 ��１，８００�
はつゆめ

初夢ステークス
発走１４時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ ダイシンオレンジ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ５００＋ ４１：５０．７ ３．１�

６１１ トーホウオルビス 牡５栗 ５７ 浜中 俊東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１２＋ ８ 〃 アタマ ４．３�
４８ アルトップラン 牡５栗 ５７ 川島 信二�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９４－ ８１：５０．８� １１．５�
３５ タマモクリエイト 牡５鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５２２± ０ 〃 アタマ ７．８�
１１ ケアレスウィスパー 牝６栗 ５５ 金折 知則吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：５１．０１ １７．５�
４７ ディアプリンシパル 牡５青 ５７ 池添 謙一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７８－ ２ 〃 クビ ６４．０	
８１６ タートルベイ 牡５芦 ５７ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４９８－ ２１：５１．１� ４５．５

３６ キングバンブー 牡４鹿 ５６ 小牧 太後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ４９６＋ ４１：５１．３１� １２．１�
６１２ サンデーヒストリー 牡５青鹿５７ 鮫島 良太�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ５３４＋ ４ 〃 ハナ １１．３�
１２ フォーティファイド 牡５栗 ５７ 武 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５２４＋２２１：５１．５� １１．３
５９ アドマイヤマジン 牡６黒鹿５７ 津村 明秀佐々木主浩氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２１：５１．８２ １６．２�
７１３ グランプリサクセス 牡６芦 ５７ 安藤 光彰�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４７０＋ ２１：５１．９クビ ４０．９�
５１０ ツルマルビビッド 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４８６＋１０１：５２．１１� ２５５．５�
２４ アドマイヤミリオン 牡６鹿 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ２１：５２．４１� ２４８．３�
８１５ カネトシコウショウ 牡４青鹿５６ 四位 洋文兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８４＋２０１：５３．２５ ２５．４�
７１４ アグネスネクタル 牡７黒鹿５７ 熊沢 重文渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１６＋１２１：５４．２６ ３１５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，９０４，９００円 複勝： ５７，７４０，４００円 枠連： ４２，２７４，９００円

普通馬連： １６１，２１９，４００円 馬単： ９２，７７４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，６１６，３００円

３連複： １９９，０２３，９００円 ３連単： ３３９，８００，７００円 計： ９７５，３５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ４７０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ７９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� １１，９００円

票 数

単勝票数 計 ３３９０４９ 的中 � ８７２７０（１番人気）
複勝票数 計 ５７７４０４ 的中 � １３５４９６（１番人気）� １０２９００（２番人気）� ４１１８９（４番人気）
枠連票数 計 ４２２７４９ 的中 （２－６） ６６５９０（１番人気）
普通馬連票数 計１６１２１９４ 的中 �� ２１４１８３（１番人気）
馬単票数 計 ９２７７４４ 的中 �� ６３０５５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８６１６３ 的中 �� ５１２７３（１番人気）�� １４１９２（９番人気）�� １１１４２（１３番人気）
３連複票数 計１９９０２３９ 的中 ��� ４２９４２（６番人気）
３連単票数 計３３９８００７ 的中 ��� ２１０８２（１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．７―１３．０―１２．８―１２．３―１２．１―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．４―４９．４―１：０２．２―１：１４．５―１：２６．６―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．２
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイシンオレンジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．４．５ 阪神８着

２００５．４．１生 牡５鹿 母 アシヤマダム 母母 キヤツトロンシヤン １５戦５勝 賞金 ６５，５７３，０００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） ６頭 アドマイヤスワット号・スタッドジェルラン号・トーホウアタック号・ポーカーフェイス号・ラストアロー号・

ラッシュストリート号



０１０１０ １月５日 晴 良 （２２京都１）第１日 第１０競走 ��３，０００�
まんよう

万葉ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，２１．１．４以降２１．１２．２７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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：０２．７
３：０２．５

良

良

４６ トウカイトリック 牡８鹿 ５７ 和田 竜二内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５６＋１０３：０６．８ ４．５�

２２ モンテクリスエス 牡５鹿 ５６ 小牧 太毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５６＋ ８ 〃 クビ ２．５�
６９ メイショウドンタク 牡４黒鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ５００＋ ４３：０７．０１ ６．７�
８１３ エーシンダードマン 牡６青鹿５３ 池添 謙一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５１０＋１４３：０７．２１� １０．３�
４５ ポップロック 牡９鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ６３：０７．４１� １７．５�
３３ ハギノジョイフル �６鹿 ５２ 上村 洋行安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６２－ ４３：０７．５� ２３．７�
３４ ドリームフライト 牡６栗 ５０ 酒井 学吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ８ 〃 クビ ４６．３	
７１２ メトロシュタイン 牡６青鹿５４ 幸 英明太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５２４＋１０３：０７．６クビ ３７．７

１１ � マ サ ラ イ ト 牡６鹿 ５３ 古川 吉洋丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４９４＋１０３：０７．９１� ８．０�
７１１ マンハッタンスカイ 牡６黒鹿５６ 熊沢 重文 �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 ５４８＋１０３：０８．１１ １３．９�
６１０ オープンセサミ 牡７鹿 ５１ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ４８８＋２２３：０８．２� １３６．１
８１４ スマートファントム 牡５鹿 ４８ 国分 恭介大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２ 〃 クビ ９９．１�
５８ � イグゼキュティヴ 牡４鹿 ５２ 津村 明秀岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ５０６＋ ６３：０８．３クビ ３８．１�

（１３頭）
５７ ナリタキングパワー 牡５栗 ５３ 四位 洋文�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３８＋１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３９，８４３，８００円 複勝： ６２，４１７，８００円 枠連： ３８，８１４，７００円

普通馬連： １９９，９０７，８００円 馬単： １２１，５１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，９５３，１００円

３連複： ２３１，０８５，９００円 ３連単： ４６８，８９３，９００円 計： １，２１７，４３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－４） ３７０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ４，５９０円

票 数

単勝票数 差引計 ３９８４３８（返還計 ３６４３） 的中 � ７０２５０（２番人気）
複勝票数 差引計 ６２４１７８（返還計 ５６４６） 的中 � １１０８２０（２番人気）� １９４２０４（１番人気）� ６９２７５（３番人気）
枠連票数 差引計 ３８８１４７（返還計 ３４１） 的中 （２－４） ７８４６０（１番人気）
普通馬連票数 差引計１９９９０７８（返還計 ４３３５７） 的中 �� ３８１８４８（１番人気）
馬単票数 差引計１２１５１８６（返還計 ２０７３６） 的中 �� ９００４７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５４９５３１（返還計 １５６７９） 的中 �� ８４１０８（１番人気）�� ２３１８０（５番人気）�� ３６５４５（３番人気）
３連複票数 差引計２３１０８５９（返還計１０７６４５） 的中 ��� １７８２９２（２番人気）
３連単票数 差引計４６８８９３９（返還計１８２６０５） 的中 ��� ７５４９９（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．０―１２．４―１２．２―１２．６―１３．２―１３．０―１２．９―１２．６―１２．３―１１．９―１２．５―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．８―２４．５―３６．５―４８．９―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．９―１：３９．９―１：５２．８―２：０５．４―２：１７．７―２：２９．６

２，６００� ２，８００�
―２：４２．１―２：５４．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイトリック �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００４．８．２２ 小倉１着

２００２．２．２６生 牡８鹿 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America ４０戦７勝 賞金 ３６５，２５６，０００円
〔競走除外〕 ナリタキングパワー号は，装鞍所で転倒し，疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。



０１０１１ １月５日 晴 良 （２２京都１）第１日 第１１競走 ��１，６００�第４８回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）
発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２１．１．４以降２１．１２．２７まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
スポーツニッポン新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ７０７，０００円 ２０２，０００円 １０１，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

４７ � ライブコンサート �６黒鹿５７ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４８０＋１２１：３４．１ １４．３�

３５ スマートギア 牡５栗 ５７ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６６＋ ２１：３４．２� ２．２�
４８ レインダンス 牝６栗 ５３ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 アタマ ６９．８�
５１０ グッドキララ 牡６鹿 ５３ 四位 洋文杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５４０＋ ６ 〃 クビ ３３．３�
６１２ マイネルファルケ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１８－ ４１：３４．３クビ ５．４�
３６ ヤマニンエマイユ 牝７鹿 ５３ 赤木高太郎土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ２１：３４．４� ４９．３�
１１ トレノジュビリー 牡７鹿 ５６ 小牧 太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ５１．８	
５９ アーリーロブスト 牡４鹿 ５５ 武 幸四郎
三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５００± ０１：３４．５� ３４．６�
２４ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５２ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４９２＋ ９１：３４．６� １５０．７�
８１６ フィールドベアー 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９４± ０１：３４．７� ２１．６
２３ クラウンプリンセス 牝６鹿 ５４ 太宰 啓介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 アタマ １８．３�
７１３ タマモサポート 牡７鹿 ５７ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ５００＋１２１：３４．９１ ２４．５�
１２ ティアップゴールド 牡４鹿 ５３ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 B４７４－ ２ 〃 ハナ １２．７�
７１４ ドラゴンファング 牡５鹿 ５６ 浜中 俊加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ５０２＋ ６１：３５．０� ８．２�
８１５ マイネルレーニア 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド B５１８－ ４１：３６．５９ ７５．７�

（１５頭）
６１１ ブラボーデイジー 牝５芦 ５４ 川田 将雅松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４３，１３０，５００円 複勝： １８１，３８０，８００円 枠連： ２１３，００２，１００円

普通馬連： １，０６７，８６９，４００円 馬単： ５４０，３９９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２３，５８９，５００円

３連複： １，２２７，３９２，７００円 ３連単： ２，４４７，３２１，１００円 計： ６，０４４，０８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３５０円 � １３０円 � １，０９０円 枠 連（３－４） １，４００円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ７，４８０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ３１，０６０円 ３ 連 単 ��� １９３，２６０円

票 数

単勝票数 計１４３１３０５ 的中 � ８３７４５（５番人気）
複勝票数 計１８１３８０８ 的中 � １１６２１５（５番人気）� ６２１５５２（１番人気）� ３１１８１（１３番人気）
枠連票数 計２１３００２１ 的中 （３－４） １１９５７５（５番人気）
普通馬連票数 計１０６７８６９４ 的中 �� ６０７８１７（４番人気）
馬単票数 計５４０３９９６ 的中 �� １００５４４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２３５８９５ 的中 �� ９９５５６（４番人気）�� ７４９１（６４番人気）�� ２３０２６（２５番人気）
３連複票数 計１２２７３９２７ 的中 ��� ３１１４５（９０番人気）
３連単票数 計２４４７３２１１ 的中 ��� ９９７９（４９１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．６―１２．２―１１．８―１２．３―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．６―３４．２―４６．４―５８．２―１：１０．５―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライブコンサート �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１．１４ 京都６着

２００４．４．８生 �６黒鹿 母 Dance Lively 母母 Tivli ２８戦８勝 賞金 １８０，２８３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時４６分に変更。
〔出走取消〕 ブラボーデイジー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 ドラゴンファング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ドラゴンファング号は，平成２２年２月５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 オースミダイドウ号・シルクビッグタイム号・スピードタッチ号・ゼットフラッシュ号・ダノンカモン号・

ダンツホウテイ号・テイエムアクション号・ハギノトリオンフォ号・ペプチドルビー号



０１０１２ １月５日 晴 良 （２２京都１）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

８１６ エリモサリュート �６栗 ５７
５４ ▲国分 恭介山本 敏晴氏 小島 貞博 えりも エクセルマネジメント ４７６＋ ２１：２２．８ ５１．８�

５９ アルーリングムーン 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２＋ ２１：２３．０１ ５．７�

３５ アディアフォーン 牝４黒鹿５４ 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ４１：２３．１� ９．８�
８１５ レインフォーレスト 牡４芦 ５６ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：２３．２� ８．０�
４７ フェスティヴマロン 牝６鹿 ５５ 浜中 俊臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４６８－ ２１：２３．３� ５．１�
２４ ミルクトーレル 牝６鹿 ５５ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ２５．８	
１１ ゴッドスマイルユー 牡７芦 ５７ 岩田 康誠中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４７２＋１０ 〃 ハナ ３３．６

６１１ アスドゥクール 牝５栗 ５５ 熊沢 重文 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ８ 〃 アタマ ８．９�
６１２� ハマノモナーク 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４６４－ ６１：２３．４� １１９．５�
２３ � ニホンピロキリバス �５栃栗５７ 武 豊小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ７．２
７１４ ス イ リ ン カ 牝４鹿 ５４ 池添 謙一�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４２０± ０１：２３．５クビ ７．１�
１２ シンゼンオオジ 牡４鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 戸川牧場 ５０４－ ４ 〃 ハナ １８．８�
７１３	 ジャックボイス 牡４鹿 ５６ 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Management ４５４－ ２１：２３．６� ２６．３�
４８ カシノマイケル 牡７青鹿５７ 岩崎 祐己柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６８＋ ２１：２３．７クビ １８７．７�
５１０� メイショウシオギリ 牝６鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２４± ０ 〃 ハナ １８．４�
３６ � トップオブピーコイ 牡４青鹿５６ 川田 将雅横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７４＋ ４１：２３．８� ３９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，８６９，７００円 複勝： ８２，８３５，６００円 枠連： ６５，９９６，１００円

普通馬連： ２６３，７９３，４００円 馬単： １４４，５８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，６２９，６００円

３連複： ３２３，７６９，５００円 ３連単： ５８９，９１１，８００円 計： １，６０８，３９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１８０円 複 勝 � １，０３０円 � ２６０円 � ３２０円 枠 連（５－８） １，３００円

普通馬連 �� １４，５４０円 馬 単 �� ３７，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７３０円 �� ８，１９０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ７１，５２０円 ３ 連 単 ��� ６５９，６３０円

票 数

単勝票数 計 ５５８６９７ 的中 � ８５０７（１４番人気）
複勝票数 計 ８２８３５６ 的中 � １８０６７（１４番人気）� ９５７３０（２番人気）� ７２４５３（５番人気）
枠連票数 計 ６５９９６１ 的中 （５－８） ３７６０９（２番人気）
普通馬連票数 計２６３７９３４ 的中 �� １３３９５（５３番人気）
馬単票数 計１４４５８９０ 的中 �� ２８８２（１２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１６２９６ 的中 �� ３４５７（６７番人気）�� ２４１１（８１番人気）�� １５６５４（１３番人気）
３連複票数 計３２３７６９５ 的中 ��� ３３４１（２１３番人気）
３連単票数 計５８９９１１８ 的中 ��� ６６０（１５６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．７―４７．４―５９．３―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモサリュート �
�
父 ラ ム タ ラ �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー ２００７．１．２１ 小倉１着

２００４．３．２７生 �６栗 母 エリモロマンス 母母 パッシングピース ２１戦３勝 賞金 ３７，２７８，０００円
〔制裁〕 エリモサリュート号の騎手国分恭介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（３番・２番への進路

影響）



（２２京都１）第１日 １月５日（火曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２８３，１１０，０００円
８，５２０，０００円
１５，６２０，０００円
２，０４０，０００円
２８，０６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，６１３，０００円
４，８５７，０００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
４２５，８１５，４００円
６３４，５４９，２００円
５０３，４３３，２００円
２，１６７，２０１，３００円
１，２６６，３２０，１００円
５８８，０９５，６００円
２，６１２，７９１，５００円
４，９３７，８７２，１００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 １３，１３６，０７８，４００円

総入場人員 ３９，３７３名 （有料入場人員 ３７，４８５名）




