
０４０１３ １月３１日 小雨 稍重 （２２京都２）第２日 第１競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５５ ウインジェラルド 牡３栗 ５６ 川原 正一�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４５６± ０１：１４．４ ２．３�
（兵庫）

３３ テイエムウミユキ 牝３黒鹿５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４３０＋ ２１：１４．７２ ２３．８�
１１ リビングプルーフ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４１４± ０１：１４．９１� ４．０�
７８ キングタキシード 牡３青 ５６ 岩田 康誠伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ４６４－ ２１：１５．６４ ６．７�
２２ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４５８＋ ４１：１５．８１ １１５．５�
６７ バンブーアミーゴ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ５８．５	
６６ グッドボクスター 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３０± ０１：１６．０１� ９２．３

８１０ ファコンドー 牡３栗 ５６ C．ルメール 赤沼 秀典氏 牧浦 充徳 新冠 カミイスタット ４４８＋１６ 〃 ハナ ４．３�

（仏）

８１１ マイトップイモン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ３８２－ ２１：１６．１クビ １１．５�
７９ チョウラッキー 牝３鹿 ５４ 高野 容輔丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ３９８＋ ４ 〃 クビ １５０．１
４４ テイエムバラッド 牝３栗 ５４ 藤岡 康太竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４３６＋ ２１：１６．４１� １５９．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，５０８，２００円 複勝： ２３，０５９，９００円 枠連： ９，９６６，９００円

普通馬連： ３３，００９，１００円 馬単： ２９，２８３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５７２，５００円

３連複： ５０，１３１，５００円 ３連単： ９６，５３１，５００円 計： ２６９，０６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（３－５） １，８２０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，９４０円 ３ 連 単 ��� １２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １２５０８２ 的中 � ４４４７６（１番人気）
複勝票数 計 ２３０５９９ 的中 � ９２９４３（１番人気）� １０９５７（６番人気）� ３３２２３（３番人気）
枠連票数 計 ９９６６９ 的中 （３－５） ４０４４（７番人気）
普通馬連票数 計 ３３００９１ 的中 �� １２９４４（１０番人気）
馬単票数 計 ２９２８３５ 的中 �� ７７３７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５７２５ 的中 �� ９７７２（４番人気）�� １９４５８（１番人気）�� ３９５２（１２番人気）
３連複票数 計 ５０１３１５ 的中 ��� １９１５０（８番人気）
３連単票数 計 ９６５３１５ 的中 ��� ５９２７（４５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．５―１２．６―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．３―３６．８―４９．４―１：０１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインジェラルド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００９．１０．１０ 京都３着

２００７．３．１６生 牡３栗 母 ウインディアナ 母母 ニ ヤ ー ５戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０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または施行団体名を表示している。



０４０１４ １月３１日 曇 稍重 （２２京都２）第２日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１１ アキノグローブ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 斉藤 安行 ４６２－ ４１：５４．４ ８．１�
（伊）

５７ タマモアルプス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 B５２２＋ ２１：５４．８２� ２４．３�
５６ アドマイヤマリン 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０２－ ２１：５５．４３� ３．７�
４４ メイショウエバモア 牡３芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９８± ０１：５５．５� ３．４�
７１１ ヤマニンフリスキー 牡３青 ５６ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ８１：５５．６� １６．８�
８１３� サダルメリク 牡３鹿 ５６ 角田 晃一前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４７４－ ２１：５５．８１ ５４．５�
６９ ヒシミステリー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 新ひだか 平野牧場 ５１４－ ２１：５６．１２ １０．９	
２２ ピースオブケイク 牡３栗 ５６ 木幡 初広新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４６６－１６１：５６．２� ８０．７

４５ テイエムバゴオー 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４７０－ ４１：５６．７３ ３．９�
６８ オウケンドラゴン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠福井 明氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５６．９１� １５．３�
７１０ マコトヘッツァー 牡３栗 ５６ 和田 竜二眞壁 明氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 B４９２－ ４１：５７．９６ ２４４．８
３３ エーシンサスケハナ 牝３芦 ５４ 川原 正一�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４８２－ ４１：５９．１７ ５５．６�

（兵庫）

８１２ ジョニーガンバ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦柳葉 敏郎氏 梅田 智之 浦河 ガーベラパー
クスタツド B４５６－ ４２：００．１６ ３１１．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，３２０，７００円 複勝： ２７，１２５，５００円 枠連： １３，４４７，１００円

普通馬連： ４３，９５９，８００円 馬単： ３１，１７５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２７２，３００円

３連複： ６３，７６４，０００円 ３連単： ９６，９９６，３００円 計： ３０８，０６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３１０円 � ６００円 � １６０円 枠 連（１－５） １，４６０円

普通馬連 �� １１，３４０円 馬 単 �� ２１，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５７０円 �� ６８０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １２，２２０円 ３ 連 単 ��� １０９，８００円

票 数

単勝票数 計 １４３２０７ 的中 � １４０１７（４番人気）
複勝票数 計 ２７１２５５ 的中 � ２１２４５（５番人気）� ９３８５（８番人気）� ５８４１０（２番人気）
枠連票数 計 １３４４７１ 的中 （１－５） ６８０２（７番人気）
普通馬連票数 計 ４３９５９８ 的中 �� ２８６２（３１番人気）
馬単票数 計 ３１１７５７ 的中 �� １０７０（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２７２３ 的中 �� １１３６（３２番人気）�� ６６４０（６番人気）�� ３７２１（１７番人気）
３連複票数 計 ６３７６４０ 的中 ��� ３８５１（４０番人気）
３連単票数 計 ９６９９６３ 的中 ��� ６５２（２８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．４―４９．５―１：０２．８―１：１５．８―１：２８．４―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．６
１
３

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

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

アキノグローブ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００９．１１．２２ 京都４着

２００７．５．１２生 牡３鹿 母 ウメノコトブキ 母母 ジュウジホウセキ ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョニーガンバ号は，平成２２年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０１５ １月３１日 曇 稍重 （２２京都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）

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

４８ スコッツブラフ 牡３芦 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：２６．６ ２．８�

８１５ メルシーサイレンス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７４－ ４１：２６．８１ ３５．８�
１１ ビーチパーティー 牝３芦 ５４ 岩田 康誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：２７．１２ ４．９�
１２ ヒシアピール 牡３黒鹿５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 カミイスタット ５２２＋ ４１：２７．４２ １１６．５�
２４ キクノベリータ 牡３鹿 ５６ 川原 正一菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５２－ ４ 〃 クビ １８．８�

（兵庫）

３５ デュークビスティー 牡３芦 ５６ C．ルメール 備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５４－ ２１：２７．５� １７．１�
（仏）

３６ メイショウヴァルナ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎松本 好	氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ３．５

６１２ アクティビューティ 牝３芦 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０８＋１０１：２７．８１� ２９．１�
５１０ シェルバレッタ 牝３鹿 ５４ 石橋 守 �ユートピア牧場 荒川 義之 白老 習志野牧場 ４５０± ０１：２８．２２� ７７．２�
７１３ メタギャラクシー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 ４７２－ ６１：２８．４１� ９２．５�
５９ ワンダーバライル 牡３芦 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ １６．９�
６１１ リボーンドリーム 牡３鹿 ５６ 高田 潤谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６８－ ８１：２８．５クビ ３８．９�
２３ ホワイトミーナ 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦阿部雅一郎氏 河内 洋 平取 高橋 啓 ４５６－ ２ 〃 アタマ ２５．３�
７１４ ナリタピュアー 牝３芦 ５４ M．デムーロオースミ 木原 一良 浦河 太陽牧場 ４６２－ ２１：２８．７１� １４．３�

（伊）

８１６ 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± ０１：２９．８７ ２１０．５�

４７ スズカパルサー 牝３黒鹿５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４４２＋ ２１：３０．８６ １１０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７４１，４００円 複勝： ２６，４６６，９００円 枠連： １５，８７６，０００円

普通馬連： ４９，３７８，１００円 馬単： ３３，８５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４７９，３００円

３連複： ６９，５７７，７００円 ３連単： ９７，９１７，７００円 計： ３３１，２９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ４５０円 � １８０円 枠 連（４－８） ４，０８０円

普通馬連 �� ３，８４０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ４４０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ６，７７０円 ３ 連 単 ��� ３２，０９０円

票 数

単勝票数 計 １６７４１４ 的中 � ４７１４３（１番人気）
複勝票数 計 ２６４６６９ 的中 � ５６２５２（１番人気）� １１４８７（７番人気）� ４０６９１（３番人気）
枠連票数 計 １５８７６０ 的中 （４－８） ２８７８（１６番人気）
普通馬連票数 計 ４９３７８１ 的中 �� ９５０９（１４番人気）
馬単票数 計 ３３８５６３ 的中 �� ４７４９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４７９３ 的中 �� ４９９６（７番人気）�� １３１７５（３番人気）�� ４３８５（１１番人気）
３連複票数 計 ６９５７７７ 的中 ��� ７５９５（２２番人気）
３連単票数 計 ９７９１７７ 的中 ��� ２２５２（８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．７―４８．８―１：０１．５―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スコッツブラフ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１．１０ 京都９着

２００７．３．１６生 牡３芦 母 オレゴントレイル 母母 ハッピートレイルズ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



０４０１６ １月３１日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２２京都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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：３１．５良・良

３３ トロピカルクイーン 牝６鹿 ５８ 今村 康成小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４９４＋ ４３：３３．８ ５．３�

１１ マイネルアルセーヌ 牡５栗 ６０ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ ２５．５�

８１４ バ シ ケ ー ン 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３８－１６３：３３．９クビ １３．１�
２２ � タマモサプライズ �５鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８２＋ ６３：３４．４３ １２．９�
４６ ゴールドリーズン 牡７鹿 ６１ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４５０＋ ６３：３４．９３ ４．４�
４５ メイショウチョイス 牡７鹿 ６０ 難波 剛健松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５６８± ０３：３５．３２� ４５．７�
７１１ タマモヴィグラス 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己タマモ� 川村 禎彦 新冠 芳住 革二 ４９２＋ ４３：３５．５１� ４．６	
５７ マーブルジーン 牡６黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４８４＋ ４３：３５．７１� １３．６

６１０� ヒ シ バ ト ル �８鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 敏明 ４５６－ ２３：３６．１２� １０３．１�
５８ ニューヨーカー 牡５青鹿６０ 高野 和馬 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６２＋２０３：３８．０大差 ９８．４
７１２ スリーアトラス 牡７栗 ６０ 高野 容輔永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４５６－ ６３：３８．２１� １３７．０�
６９ マッキーケインズ 牡５栗 ６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２２＋ ２３：４０．６大差 ３７．７�
８１３ ゼットコマンダー 牡７黒鹿６０ 白浜 雄造�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４７６＋ ８３：４０．９２ ４７．４�
３４ トキメキヒーロー 牡４栗 ５９ 石神 深一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４６２＋ ２ （競走中止） ３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，９６５，６００円 複勝： １６，８３２，８００円 枠連： １５，２３５，１００円

普通馬連： ３７，１８８，１００円 馬単： ２７，３９９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３０２，２００円

３連複： ５８，０１８，６００円 ３連単： ８１，２２４，１００円 計： ２６４，１６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ６８０円 � ４２０円 枠 連（１－３） ２，６８０円

普通馬連 �� ６，３２０円 馬 単 �� １１，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� ９２０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� ２０，６８０円 ３ 連 単 ��� １２０，８６０円

票 数

単勝票数 計 １２９６５６ 的中 � １９４１５（４番人気）
複勝票数 計 １６８３２８ 的中 � ２９２５３（２番人気）� ５５４６（９番人気）� ９７８６（７番人気）
枠連票数 計 １５２３５１ 的中 （１－３） ４２０３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３７１８８１ 的中 �� ４３４９（２２番人気）
馬単票数 計 ２７３９９３ 的中 �� １７７４（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３０２２ 的中 �� ２２０６（２１番人気）�� ４２６１（８番人気）�� １１１８（３９番人気）
３連複票数 計 ５８０１８６ 的中 ��� ２０７１（６６番人気）
３連単票数 計 ８１２２４１ 的中 ��� ４９６（３８３番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５２．１－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トロピカルクイーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００７．３．４ 阪神４着

２００４．５．２生 牝６鹿 母 アルペンウッセロ 母母 メイジホリデイ 障害：１２戦２勝 賞金 ４７，７００，０００円
〔競走中止〕 トキメキヒーロー号は，２周目３号障害〔いけ垣〕飛越の際に前肢が障害に触れ，転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 キクノインプルーブ号・コアレススイフト号・ハストラング号・ブルーベドウィン号・ペリー号・

メジロラスタバン号・ランヘランバ号・リノーンランプ号
（非抽選馬） ５頭 ウォータートリトン号・スリーエリシオ号・デンシャミチ号・ハッピーヘイロー号・ファストソニック号



０４０１７ １月３１日 曇 良 （２２京都２）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

３３ アグネスジャスパー 牝３黒鹿５４ C．ルメール 渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：５１．１ ２．７�
（仏）

２２ スマイルタイム 牡３黒鹿５６ 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４７８ ―１：５１．７３� ２．４�
８１４ ファーマレッド 牝３鹿 ５４ 四位 洋文中西 功氏 森 秀行 日高 高山牧場 ４３４ ―１：５１．９１� ３７．３�
６１０ キ ョ ウ ジ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４２８ ― 〃 ハナ ６３．１�
４５ スターペスゴンタ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介河野和香子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４４ ―１：５２．１１ ６４．７�
４６ スペシャルロード 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８ ― 〃 クビ １１．４�
１１ スズカサクセス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ３７．９	
７１１ セイントセージ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太松田 整二氏 畠山 吉宏 日高 野島牧場 ４７０ ―１：５２．３� ６３．６

５７ サクラボールド 牡３栗 ５６ M．デムーロ�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４７０ ―１：５２．７２� ７９．５�

（伊）

５８ アドマイヤスコッチ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：５２．８クビ ５．０�
（アドマイヤフェスタ）

６９ ピアノボレロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４４４ ― 〃 クビ ８３．５
７１２ サ ー ノ 牡３鹿 ５６ 石橋 守藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０ ―１：５３．１２ １８９．５�
３４ コーリングオブラブ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三飯田 良枝氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ―１：５３．４１� ４８．５�
８１３ ユアアイズオンリー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９６ ―１：５３．７２ ２７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，１４９，８００円 複勝： ２４，１８３，８００円 枠連： １６，４３６，０００円

普通馬連： ４４，７７２，５００円 馬単： ３８，５２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５２０，０００円

３連複： ６２，３９６，９００円 ３連単： １１３，８６２，１００円 計： ３３８，８４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ５４０円 枠 連（２－３） ２７０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，１４０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� ６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２０１４９８ 的中 � ５８９１１（２番人気）
複勝票数 計 ２４１８３８ 的中 � ５６７３２（２番人気）� ７７２２５（１番人気）� ６２９２（８番人気）
枠連票数 計 １６４３６０ 的中 （２－３） ４６５６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４７７２５ 的中 �� １３９７７９（１番人気）
馬単票数 計 ３８５２４９ 的中 �� ４５３７７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５２００ 的中 �� ４０４６４（１番人気）�� ３２１４（１４番人気）�� ３５１７（１１番人気）
３連複票数 計 ６２３９６９ 的中 ��� ２０８８８（６番人気）
３連単票数 計１１３８６２１ 的中 ��� １２６８８（１７番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．２―１２．４―１３．０―１３．１―１２．４―１１．８―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．２―３７．６―５０．６―１：０３．７―１：１６．１―１：２７．９―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスジャスパー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００７．３．２５生 牝３黒鹿 母 ビルアンドクー 母母 ユ メ シ バ イ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 シエラネヴァダ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 １月３１日 曇 良 （２２京都２）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：２０．６
１：１９．０

良

良

５５ オメガブルーハワイ 牝３黒鹿５４ M．デムーロ原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２１：２１．６ １０．７�
（伊）

１１ レディアルバローザ 牝３鹿 ５４ C．ルメール �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６６± ０１：２１．７� １．６�
（仏）

７７ ボンジュールメロン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２ 〃 ハナ １５．１�
６６ ルクソールシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４５２＋ ６１：２２．０２ １４．２�
８１０ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８６＋１２１：２２．２１� １２．８�
３３ ジ ョ ー モ カ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４３４－１０１：２２．５２ ７．７�
２２ クロワラモー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介	ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ３５．３

８９ 	 アーモンドケーキ 牝３黒鹿５４ 川原 正一中村 祐子氏 曽和 直栄 新ひだか ケイアイファーム ４４２－ ６１：２２．６
 ９７．３�

（兵庫） （兵庫）

４４ � アーリーデイズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 米 George
Pruette ４７８－ ２１：２２．７クビ ７．３�

７８ � シシノテイオー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦ザ・チャンピオンズ 高木 登 登別 青藍牧場 ４２８－ ６１：２３．２３ １９６．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，３２２，３００円 複勝： ３７，９４０，９００円 枠連： １０，７１３，７００円

普通馬連： ４２，８６６，９００円 馬単： ４１，１０６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２３１，９００円

３連複： ５６，６３８，７００円 ３連単： １３８，１２２，６００円 計： ３７１，９４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ２６０円 枠 連（１－５） ６９０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，２２０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 ��� １５，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２４３２２３ 的中 � １７９７６（４番人気）
複勝票数 計 ３７９４０９ 的中 � ２９６６０（４番人気）� １９０６０５（１番人気）� ２２３２７（６番人気）
枠連票数 計 １０７１３７ 的中 （１－５） １１５８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４２８６６９ 的中 �� ４９５６８（３番人気）
馬単票数 計 ４１１０６５ 的中 �� １４４８９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２３１９ 的中 �� １７５４０（３番人気）�� ３６３０（１８番人気）�� １３４８１（５番人気）
３連複票数 計 ５６６３８７ 的中 ��� １７５３５（１３番人気）
３連単票数 計１３８１２２６ 的中 ��� ６５２５（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．７―４６．２―５７．７―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．４
３ １（４，１０）－（３，６）－５，７（２，８）９ ４ ・（１，１０）４（３，６，５）－７－（２，８）－９

勝馬の
紹 介

オメガブルーハワイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００９．１１．１ 東京１着

２００７．３．２３生 牝３黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走状況〕 シシノテイオー号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 シシノテイオー号は，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または施行団体名を表示している。



０４０１９ １月３１日 曇 稍重 （２２京都２）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

８１０� マックスコヒヌール 牡４栗 ５６ 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４５６± ０１：５３．８ ２０２．３�

６６ テイエムカイザー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ５０２＋ ２１：５４．０１� ８．７�
５５ ナリタジャングル 牡４黒鹿５６ 福永 祐一�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ４．６�
４４ ウインザマキ 牡４黒鹿５６ 石橋 守�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５２６＋ ８１：５４．１クビ ４４．６�
８１１ ツルマルネオ �４鹿 ５６ 岩田 康誠鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９６－ ２１：５４．２� ３．８�
２２ ジョーシンドバッド 牡４黒鹿５６ M．デムーロ上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５１６－ ８ 〃 クビ １１．７�

（伊）

７８ ツカサゲンキ 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４９６－１０１：５４．４１ ６２．５	
３３ メイショウロッコー 牡４栗 ５６ C．ルメール 松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０４± ０ 〃 クビ １１．６


（仏）

７９ レッドサーパス 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１０＋ ４１：５４．７２ ２．８�
１１ � ネオファロス 牡５栗 ５７ 和田 竜二小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：５５．０１	 １０４．０�
６７ ラムタムタガー 牡４黒鹿５６ 浜中 俊 社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：５５．２１� １５．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，１１８，８００円 複勝： ２６，６０３，２００円 枠連： １３，５４７，２００円

普通馬連： ５６，７４５，２００円 馬単： ４１，０６９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２２７，１００円

３連複： ７４，５７５，７００円 ３連単： １４０，６９７，２００円 計： ３９３，５８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２０，２３０円 複 勝 � ４，０３０円 � ２９０円 � ２６０円 枠 連（６－８） １，１８０円

普通馬連 �� ４１，７６０円 馬 単 �� １６７，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，０６０円 �� ７，５５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ４６，５７０円 ３ 連 単 ��� ６４０，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２０１１８８ 的中 � ７８４（１１番人気）
複勝票数 計 ２６６０３２ 的中 � １４０３（１１番人気）� ２６０４９（４番人気）� ３１４１０（３番人気）
枠連票数 計 １３５４７２ 的中 （６－８） ８５４０（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６７４５２ 的中 �� １００３（４２番人気）
馬単票数 計 ４１０６９８ 的中 �� １８１（１００番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２２７１ 的中 �� ４３３（４６番人気）�� ６３６（３７番人気）�� ７９３６（８番人気）
３連複票数 計 ７４５７５７ 的中 ��� １１８２（７７番人気）
３連単票数 計１４０６９７２ 的中 ��� １６２（６３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３７．０―４９．９―１：０２．７―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４F５１．１―３F３８．６
１
３
６，１０，４，２（７，１１）１，５，９，８，３
６，１０，４，２（７，１１）１，５（８，９）３

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

勝馬の
紹 介

�マックスコヒヌール �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Gold Alert

２００６．３．１生 牡４栗 母 ゴールドアンサー 母母 Question N Answer ８戦１勝 賞金 ８，９００，０００円
初出走 JRA

※ツカサゲンキ号は，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。



０４０２０ １月３１日 曇 稍重 （２２京都２）第２日 第８競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１３ シャドウデイル 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己飯塚 知一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５４２＋ ６１：２４．７ ６．２�

６１２� ピースオブパワー 牡４青鹿５６ 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ
ングシステム ４９２＋ ４１：２４．９１ ３．２�

４８ � トーホウボガード 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６８＋ ６１：２５．５３� ４．０�
５１０ ブレーヴゴールド 牡４青鹿５６ 福永 祐一磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４６２＋ ４ 〃 クビ １６．１�
６１１ ピサノプレミアム 牡４鹿 ５６ 池添 謙一市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４８８－ ８１：２５．９２� ２２．５�
１２ マジックモーメント 牡５黒鹿５７ 川原 正一藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４７６＋２０ 〃 ハナ １６８．０�

（兵庫）

２３ シンメイゲイルス 牝４黒鹿５４ 浜中 俊織田 芳一氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４６６－１０１：２６．０� ６２．８	
３５ フサイチダイチャン 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４１：２６．３１� １５．７

５９ レジャイール 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５１４＋ ８１：２６．４� １２．０�
７１４� ジョウショーリズム 牡４栗 ５６ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 えりも 上島牧場 B４８６＋ ８１：２６．８２� ２４１．１�
４７ サラノロクサボード 牡４芦 ５６ 角田 晃一神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４８８＋ ２１：２６．９� ４８．９
８１５ テンザンメダリスト 牡６鹿 ５７ 田中 克典平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５３４＋ ２１：２７．０� ２８１．２�
３６ ピュアシルヴァー 牡４芦 ５６ 渡辺 薫彦畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５１２＋１２１：２７．１� １０．９�
２４ マイベストソング �４黒鹿５６ C．ルメール �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：２７．２� １２．７�

（仏）

８１６� イソノホウオウ 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士磯野 俊雄氏 田所 清広 浦河 村下農場 ４６６－ ８１：２７．４� １７１．５�
１１ ダ ス タ ッ プ 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ４８４＋ ４１：２７．５� １６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０８１，７００円 複勝： ３１，６５１，０００円 枠連： ２０，１１０，８００円

普通馬連： ７０，４４５，８００円 馬単： ４７，２６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１７４，８００円

３連複： ９５，８３６，６００円 ３連単： １５４，４８６，２００円 計： ４６８，０５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（６－７） ７９０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２２０８１７ 的中 � ２８１６０（３番人気）
複勝票数 計 ３１６５１０ 的中 � ３９１２９（３番人気）� ６７８２３（１番人気）� ５８７１９（２番人気）
枠連票数 計 ２０１１０８ 的中 （６－７） １８９３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０４４５８ 的中 �� ５６４７９（２番人気）
馬単票数 計 ４７２６９７ 的中 �� １５３６２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１７４８ 的中 �� １７９４６（２番人気）�� １５４２６（３番人気）�� ２５６８８（１番人気）
３連複票数 計 ９５８３６６ 的中 ��� ５７９９８（１番人気）
３連単票数 計１５４４８６２ 的中 ��� １５１０８（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．８―１１．９―１２．２―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．８―４６．７―５８．９―１：１１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．０
３ ・（９，１３）７（２，６，１０）（５，１，１２）４，１５，１１，３，１６（８，１４） ４ ・（９，１３）－（２，６，７）１０（５，１，１２）－（３，４，１１）１５，８（１４，１６）

勝馬の
紹 介

シャドウデイル �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 Halo デビュー ２００７．６．１７ 函館２着

２００５．２．２２生 牡５鹿 母 メローフルーツ 母母 バッフドオレンジ １４戦２勝 賞金 ２８，６００，０００円
※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 ベートーヴェン号・マジックアロー号
※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。



０４０２１ １月３１日 雨 稍重 （２２京都２）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

お お つ

大 津 特 別
発走１４時２５分 （ダート・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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５６ タガノクリスエス 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８６＋ ２１：５２．８ ３．４�

８１１ ドリームトラベラー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：５３．１１� ３６．１�
７９ シルクダイナスティ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４６２± ０１：５３．３１� ６．５�
４４ セブンサミッツ 牡４栗 ５６ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋１０ 〃 ハナ １０．７�
７１０ スズカフレーム 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ６．７�
２２ 	 プラチナメーン 牡５栗 ５７ M．デムーロ広尾レース	 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４９８＋ ６ 〃 ハナ １５．２

（伊）

１１ ハイローラー 牡４鹿 ５６ C．ルメール 加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９６＋ ２ 〃 アタマ ２．９�
（仏）

６７ キングアレキサンダ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一岸田 勝宏氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ４９６＋１４１：５３．４
 ３４．４�
８１２� スプリングサンテ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４６８＋ ４１：５３．６� １５９．９
５５ オウケンマジック 牡４鹿 ５６ 川原 正一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ １６．９�

（兵庫）

６８ ウエスタンシーザー 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５１２＋ ４１：５３．７クビ ４７．９�
３３ パワーエース 牡４鹿 ５６ 和田 竜二�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４７８＋ ４１：５４．０２ １１９．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，１０８，７００円 複勝： ５１，３８０，８００円 枠連： ２７，５６５，２００円

普通馬連： １０９，６５１，１００円 馬単： ７３，５３８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，２５６，４００円

３連複： １４５，２６４，８００円 ３連単： ２８４，７０５，２００円 計： ７６１，４７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ６６０円 � １９０円 枠 連（５－８） ４，４４０円

普通馬連 �� ５，９３０円 馬 単 �� １１，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ４１０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� １２，１６０円 ３ 連 単 ��� ７７，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３２１０８７ 的中 � ７６４５８（２番人気）
複勝票数 計 ５１３８０８ 的中 � １３２８０４（１番人気）� １３９３８（８番人気）� ７０８７８（３番人気）
枠連票数 計 ２７５６５２ 的中 （５－８） ４５８５（１５番人気）
普通馬連票数 計１０９６５１１ 的中 �� １３６５５（２２番人気）
馬単票数 計 ７３５３８０ 的中 �� ４６０１（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７２５６４ 的中 �� ４６３４（２５番人気）�� ２５００５（４番人気）�� ３３７６（３０番人気）
３連複票数 計１４５２６４８ 的中 ��� ８８１９（４０番人気）
３連単票数 計２８４７０５２ 的中 ��� ２７０２（２２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１３．４―１２．９―１２．９―１２．５―１２．１―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３７．６―５０．５―１：０３．４―１：１５．９―１：２８．０―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００７．１１．１０ 京都８着

２００５．３．１１生 牝５鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise ２０戦４勝 賞金 ７９，２２６，０００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。



０４０２２ １月３１日 雨 良 （２２京都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，２１．１．３１以降２２．１．２４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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

５５ メインストリーム 牡５鹿 ５６ C．ルメール 臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０± ０２：２８．７ ６．２�
（仏）

３３ ヤマニンウイスカー 牡４青 ５７ 和田 竜二土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ５００＋ ６２：２８．９１ １．７�
１１ タガノファントム 牡６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 ４７６－ ６ 〃 クビ ７．３�
８８ ワンダームシャ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４７６＋ ２２：２９．１１� ６．６�
６６ セタガヤフラッグ 牡７鹿 ５５ 池添 謙一千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５８－１０２：２９．４２ ２１．３�
８９ テンシノゴールド 牡７鹿 ５５ 藤岡 佑介杉谷 桝夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４８２＋２４２：２９．５� １８．８�
４４ バアゼルリバー 牡４鹿 ５４ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－１０２：３０．０３ １６．２�
７７ フライングメリッサ 牝６鹿 ５３ 福永 祐一セゾンレースホース	 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２２：３０．１� ３２．７

２２ マルイチクエスト 牡８黒鹿５０ 大下 智小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 マークリ牧場 ５１６－ ４２：３０．３１� ９０．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３７，６７１，９００円 複勝： ９５，４１１，８００円 枠連： ２３，９６１，６００円

普通馬連： １０７，７２５，１００円 馬単： ９７，９７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１１６，０００円

３連複： １３１，８８７，１００円 ３連単： ４１２，０６０，５００円 計： ９４２，８０６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（３－５） ４４０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４１０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ４，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３７６７１９ 的中 � ４８４７０（２番人気）
複勝票数 計 ９５４１１８ 的中 � ８４９１５（２番人気）� ６００８６３（１番人気）� ８０５９２（３番人気）
枠連票数 計 ２３９６１６ 的中 （３－５） ４１０５８（２番人気）
普通馬連票数 計１０７７２５１ 的中 �� １７５９０４（１番人気）
馬単票数 計 ９７９７２７ 的中 �� ５１８１７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１１６０ 的中 �� ５２７３１（１番人気）�� １７９６０（５番人気）�� ４６２９２（２番人気）
３連複票数 計１３１８８７１ 的中 ��� １５８１２７（１番人気）
３連単票数 計４１２０６０５ 的中 ��� ７２６６３（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１２．４―１２．８―１３．１―１２．９―１３．０―１２．６―１１．８―１１．３―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．９―３７．３―５０．１―１：０３．２―１：１６．１―１：２９．１―１：４１．７―１：５３．５―２：０４．８―２：１６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メインストリーム �

父 アグネスタキオン �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１．１９ 京都４着

２００５．３．８生 牡５鹿 母 チェイスザウインド 母母 アンテイツクヴアリユー １９戦５勝 賞金 ８３，３９７，０００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 １月３１日 雨 稍重 （２２京都２）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第４５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１，６００万円毎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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００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

５８ ヒカルアマランサス 牝４栗 ５２ M．デムーロ�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２１：３６．４ ３．３�
（伊）

８１５ ベストロケーション 牝５芦 ５４ 木幡 初広 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：３６．５� １６．２�
４６ ザ レ マ 牝６栗 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５４４＋ ６ 〃 ハナ ４．８�
３５ ワンカラット 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５１２－ ４ 〃 アタマ １０．５�
５９ チェレブリタ 牝５鹿 ５４ C．ルメール�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ６１：３６．７１	 １１．６�

（仏）

７１３ レ ジ ネ ッ タ 牝５鹿 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４６＋ ２１：３６．８
 １６．７�
７１２ ブラボーデイジー 牝５芦 ５５ 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５４２＋ ８１：３６．９� ７．１	
２２ プリマフォルツァ 牝５栗 ５３ 池添 謙一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３７．１１	 ５６．７

１１ マイネレーツェル 牝５鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 B４２８＋１０１：３７．２� １９．４�
８１４ レインダンス 牝６栗 ５４ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６ 〃 クビ ９．２
２３ エリモファイナル 牝８黒鹿５４ 石橋 守山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７６± ０１：３７．３クビ １５５．０�
３４ クラウンプリンセス 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 アタマ ３２．０�
６１１ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４９０－ ２１：３７．７２� ９７．７�
４７ ショウナンラノビア 牝７栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５１４＋１２ 〃 アタマ １９．２�
６１０ マイティースルー 牝４芦 ５２ 浜中 俊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４１：３７．８� ３３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１８，５１３，０００円 複勝： １４４，７６８，９００円 枠連： １３３，９９３，７００円

普通馬連： ６９２，８２７，６００円 馬単： ３４６，９１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６９，５０９，９００円

３連複： ９３７，１１８，５００円 ３連単： １，７７７，８１０，５００円 計： ４，３２１，４６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ３７０円 � １７０円 枠 連（５－８） ６７０円

普通馬連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ４，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ３９０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ５，２１０円 ３ 連 単 ��� ２８，９４０円

票 数

単勝票数 計１１８５１３０ 的中 � ２８３７６０（１番人気）
複勝票数 計１４４７６８９ 的中 � ３４３２５１（１番人気）� ７５９１０（７番人気）� ２３６３１９（２番人気）
枠連票数 計１３３９９３７ 的中 （５－８） １４８７４５（２番人気）
普通馬連票数 計６９２８２７６ 的中 �� １８３３１５（９番人気）
馬単票数 計３４６９１８２ 的中 �� ５７３９４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６９５０９９ 的中 �� ４５２８８（８番人気）�� １１９０８５（１番人気）�� ２７７３９（１８番人気）
３連複票数 計９３７１１８５ 的中 ��� １３２７９６（１０番人気）
３連単票数 計１７７７８１０５ 的中 ��� ４５３４４（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．７―４９．４―１：０１．７―１：１３．３―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７
３ ６，１５，１２（４，５，１４）（２，７）（１，１０，１１）９（３，１３）８ ４ ６（１５，１２）（４，５，１４）７（２，１，１１）（９，１０）（３，１３）８

勝馬の
紹 介

ヒカルアマランサス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．３．１ 小倉１着

２００６．１．２４生 牝４栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina ８戦４勝 賞金 ８４，０８３，０００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。



０４０２４ １月３１日 雨 稍重 （２２京都２）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ マルカベンチャー 牡４栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：１１．１ ２．０�

６１１ ドクターラオウ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２６＋ ２１：１１．３１� ６．７�
７１３ チャンピオンラブ 牡４青鹿５６ 四位 洋文坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８４＋ ２１：１１．５１ ８．６�
３５ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ M．デムーロ三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５４４＋１６１：１１．７１� １９．６�

（伊）

８１６ ゴッドフェニックス 牝４黒鹿５４ 池添 謙一青山 洋一氏 池江 泰郎 日高 下河辺牧場 ４６６－ ４１：１１．９１ ７．８�
２４ スズカアトラス 牡７鹿 ５７ 浜中 俊永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ４８６－ ２１：１２．０	 ４６．２�
５９ ミキノセレナーデ 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４５６± ０１：１２．１クビ ３７．７	
３６ カシノブレイヴリ 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５１２－ ４１：１２．２	 ３５８．８

２３ 
 スリーサンビーム 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲大下 智永井商事� 野村 彰彦 新冠 海馬沢 明 ４９６＋ ４１：１２．３	 ６．１�
５１０ マイティーキラー 牡７栗 ５７ 石橋 守小川 勲氏 宮 徹 新冠 細川農場 ５１２－ ４ 〃 ハナ ３２３．２�
４８ ラインオブナイト 牡４鹿 ５６ C．ルメール 社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５２２＋ ８１：１２．４クビ １６．１�

（仏）

１２ ワンダーグラス 牝７鹿 ５５ 川原 正一山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５１６－ ４１：１２．６	 １５０．３�
（兵庫）

６１２ ホウライパレード 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介橋元 幸平氏 平田 修 門別 福満牧場 ４９８＋ ４ 〃 アタマ ９７．８�
４７ タニノジュレップ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４３４＋ ２１：１３．０２� １９２．１�
７１４ マルブツエンペラー 牡５青 ５７ 木幡 初広大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７８± ０１：１３．２１� ２２５．５�
８１５
 ア ピ ー ル 牝５栗 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４１２－ ２１：１３．４１� １７９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，８２３，４００円 複勝： ８０，２７２，１００円 枠連： ４１，７４３，９００円

普通馬連： ２０９，０１１，４００円 馬単： １３４，９３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，５３８，２００円

３連複： ２５５，９６８，４００円 ３連単： ５４３，０４４，７００円 計： １，３８８，３４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（１－６） ６８０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ４００円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ６，１７０円

票 数

単勝票数 計 ５７８２３４ 的中 � ２３１５０４（１番人気）
複勝票数 計 ８０２７２１ 的中 � ２９２２５４（１番人気）� ７４１７３（５番人気）� ８２０６３（４番人気）
枠連票数 計 ４１７４３９ 的中 （１－６） ４５９２９（３番人気）
普通馬連票数 計２０９０１１４ 的中 �� ２１５８４７（３番人気）
馬単票数 計１３４９３９７ 的中 �� ８８８９７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５５３８２ 的中 �� ５１５７３（３番人気）�� ４２３０６（４番人気）�� １７４７９（１１番人気）
３連複票数 計２５５９６８４ 的中 ��� １０６４５２（５番人気）
３連単票数 計５４３０４４７ 的中 ��� ６５０１５（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１１．７―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．２―４５．９―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカベンチャー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００９．１．４ 京都５着

２００６．３．１６生 牡４栗 母 ランフォアロージス 母母 ロージズフオアママ １１戦３勝 賞金 ３６，６００，０００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 アナモリ号・フロムスクラッチ号
（非抽選馬） １頭 サルバドールアスカ号
※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。



（２２京都２）第２日 １月３１日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

２６４，２４０，０００円
８，４４０，０００円
９，８３０，０００円
１，５９０，０００円
２６，１６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，４０１，５００円
５，０１１，８００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３８９，３２５，５００円
５８５，６９７，６００円
３４２，５９７，２００円
１，４９７，５８０，７００円
９４３，０５４，３００円
４６２，２００，６００円
２，００１，１７８，５００円
３，９３７，４５８，６００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，１５９，０９３，０００円

総入場人員 ２２，４２２名 （有料入場人員 ２０，９３６名）




