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０１０６１ １月１６日 曇 良 （２３京都１）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１６ エーシンギムレット 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４２＋ ４１：１４．８ ２．８�

６１１ タガノグレイグース 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４３６－ ２１：１５．３３ ８．９�
７１３ ビーチパレード 牝３黒鹿５４ U．リスポリ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６０－ ８ 〃 クビ ５．５�

（伊）

２４ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２４－１２ 〃 アタマ １８．９�

１１ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４＋１８１：１５．４� １２．１�

４７ クールグラン 牝３芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７２± ０１：１５．５� ５．３	
３６ エリモベレーザ 牝３栗 ５４ 北村 友一山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４３６＋ ２１：１５．８１� ６０．６

６１２ タイキエレイン 牝３栗 ５４ 赤木高太郎�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４３０＋ ４１：１５．９� ３８．３�
４８ ラブデービット 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田牧場 ４２４－ ４１：１６．１１� １２８．６�
１２ ダイナミックワルツ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４０８－ ８１：１６．２� ２７７．０
３５ シゲルフクブチョウ 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦森中 蕃氏 田中 章博 日高 千葉飯田牧場 ４３０－ ２１：１６．３クビ ２１０．２�
５９ メイショウマオ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ４１：１６．４� ８．９�
２３ サウンドマンボ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム ４３２＋ ４ 〃 クビ １６．２�
７１４ メイショウブロガー 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４２８± ０１：１６．６１ ３７．７�
５１０ ベッラミーア 牝３黒鹿５４ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０＋１０ 〃 クビ ６９．１�
８１５ アンジェラバローズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４２６＋ ２１：１７．０２� １５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６７８，８００円 複勝： ３２，９３６，６００円 枠連： １４，４２２，７００円

普通馬連： ５４，６２５，８００円 馬単： ３６，６８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８６３，０００円

３連複： ８２，６６４，９００円 ３連単： １１４，８１４，９００円 計： ３７９，６９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � １７０円 枠 連（６－８） １，１５０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ３００円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� １１，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７６７８８ 的中 � ５０５３３（１番人気）
複勝票数 計 ３２９３６６ 的中 � ８３３５６（１番人気）� ２１２６３（７番人気）� ５３０８５（３番人気）
枠連票数 計 １４４２２７ 的中 （６－８） ９２９６（４番人気）
普通馬連票数 計 ５４６２５８ 的中 �� ２９３５８（４番人気）
馬単票数 計 ３６６８７８ 的中 �� １２４５６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８６３０ 的中 �� １０９１２（４番人気）�� ２４６５５（１番人気）�� ５４０３（１５番人気）
３連複票数 計 ８２６６４９ 的中 ��� ２６５３９（２番人気）
３連単票数 計１１４８１４９ 的中 ��� ７５１１（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．３―１２．５―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．３―３６．６―４９．１―１：０１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンギムレット �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２０１０．７．２４ 小倉８着

２００８．１．２５生 牝３黒鹿 母 メンフィスガール 母母 Eishin Austin ９戦１勝 賞金 １０，０５０，０００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） ３頭 ジョウショーコトミ号・マスターゾロアーク号・マルキーズ号
※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。

０１０６２ １月１６日 曇 良 （２３京都１）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５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

５８ クールファルコン 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５０６－ ６１：５７．５ ８．９�

２２ クラシカルノヴァ 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４７０＋ ２１：５８．０３ ４．８�
６１０ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ４．５�
３４ タガノエテルネル �３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８４－ ８１：５８．３１� １０．２�

４７ � アクアシャンデリア 牝３芦 ５４ 池添 謙一山本 英俊氏 池添 兼雄 愛 H. Yamamoto ４５０＋ ２ 〃 アタマ １１．２�
１１ ヒットナンバー 牡３栗 ５６ 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７８－ ４１：５８．４� ６６．０�
７１２ シードダイレクト 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５３４± ０１：５８．７１� ４．０	
２３ コスモアジル 牡３栗 ５６ 北村 友一 
ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 藤沢牧場 ５１０－ ６１：５８．８	 ２３．９�
５９ タイセイソルジャー 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４５２＋ ８１：５９．２２	 ２７．７�
４６ テイエムギンリュウ 牡３芦 ５６

５４ △高倉 稜竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ５２０＋ ２１：５９．５１� １６４．３
７１３ エンジェルパレード 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己 �ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６－ ２１：５９．６� １２５．０�
８１４ ローレルマキバオー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６２± ０１：５９．７クビ ２２．３�
８１５ シゲルブイン 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ４００＋ ４ 〃 クビ ２０９．７�
６１１ エーシンジョイフル 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４２± ０２：００．１２	 ９．２�
３５ トミケンボールド 牡３栗 ５６ 田中 克典冨樫 賢二氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 ４８０－ ６２：０１．７１０ ９７．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，２８１，４００円 複勝： ３３，２５１，５００円 枠連： １５，６６１，６００円

普通馬連： ５４，８９４，３００円 馬単： ３５，７６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１９４，２００円

３連複： ８３，９２８，２００円 ３連単： １１８，６３２，４００円 計： ３８４，６０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２８０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（２－５） １，４００円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ５６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� ２１，７６０円

票 数

単勝票数 計 １６２８１４ 的中 � １４４５５（４番人気）
複勝票数 計 ３３２５１５ 的中 � ２５８０４（５番人気）� ５８２２０（３番人気）� ６０１０４（１番人気）
枠連票数 計 １５６６１６ 的中 （２－５） ８２９３（７番人気）
普通馬連票数 計 ５４８９４３ 的中 �� １８３１７（１０番人気）
馬単票数 計 ３５７６３４ 的中 �� ５５１６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１９４２ 的中 �� ８０４５（９番人気）�� １１６７１（４番人気）�� １４５５２（２番人気）
３連複票数 計 ８３９２８２ 的中 ��� ２３５９７（４番人気）
３連単票数 計１１８６３２４ 的中 ��� ４０２５（５０番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．１―１４．１―１４．０―１４．０―１３．１―１３．０―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３８．７―５２．７―１：０６．７―１：１９．８―１：３２．８―１：４５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．７
１
３

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

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

クールファルコン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１１．７ 京都８着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 アドラブリー 母母 ミデオンルビー ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 ジャニアリシックス号（疾病〔右肩跛行〕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 ギュスターヴクライ号・サンレイデューク号・マイネルティンラン号・マイネルフィロス号

第１回　京都競馬　第６日



０１０６３ １月１６日 曇 良 （２３京都１）第６日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５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
１：２１．８

重

稍重

２４ ノーザンリバー 牡３鹿 ５６ 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：２６．１ ２．９�

２３ メ ロ ー ト 牡３黒鹿５６ 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４５８－ ２１：２７．４８ ７．０�
５１０ テラノチョイス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田 寿男氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６＋ ４１：２７．９３ ２．７�
４８ アースワンキセキ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松山 増男氏 沖 芳夫 浦河 山春牧場 ４７０＋１２１：２８．１� ３５．７�
４７ ヒューストニア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４＋１４ 〃 アタマ １３．３�
３６ スイートレーヌ 牝３鹿 ５４ 小牧 太シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４３６－ ４１：２８．４１� ３７．０�
６１２ ヴァリエンテ 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 出羽牧場 ４７８＋１０１：２８．５クビ ３８５．０�
６１１ グランプリワイルド 牡３青鹿５６ 岩田 康誠	グランプリ 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４９８＋２８１：２８．７１� ４０．０

８１６ ミッキーセブン 牡３栗 ５６ 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８ 〃 アタマ ５．９�
７１４ ウィズイングレース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４５８＋ ８ 〃 アタマ １７８．６�
７１３ トーホウオリーブ 牝３栗 ５４ 和田 竜二東豊物産	 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４４６± ０１：２９．２３ １０４．５
１１ スリップストリーム 牡３鹿 ５６ 岡部 誠�樽さゆり氏 南井 克巳 新冠 長浜牧場 ４７０＋ ４１：３０．７９ ８６．６�

（愛知）

１２ ベルモントノホシ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント
ファーム ４７４＋ ８１：３０．８クビ ４２．３�

５９ ヘルタースケルター 牡３黒鹿５６ 村田 一誠薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４６２＋ ８１：３１．０１� ３９４．５�
３５ リネンハイブリット 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜戸山 光男氏 坪 憲章 新ひだか 平野牧場 ４２２－ ４１：３１．４２� １９６．２�
８１５ セリアメンテ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ８１：３１．６１� ２８２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２７８，１００円 複勝： ３６，７３６，１００円 枠連： １６，６７２，１００円

普通馬連： ５７，０６６，９００円 馬単： ４３，０１９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４５９，９００円

３連複： ８３，１２６，０００円 ３連単： １３５，６２７，４００円 計： ４２０，９８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（２－２） １，１２０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １９０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ５，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２２２７８１ 的中 � ６２２６０（２番人気）
複勝票数 計 ３６７３６１ 的中 � ９３２３０（２番人気）� ４２０６１（４番人気）� ９９３４１（１番人気）
枠連票数 計 １６６７２１ 的中 （２－２） １１０３８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７０６６９ 的中 �� ４３９１５（４番人気）
馬単票数 計 ４３０１９２ 的中 �� １９０２３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４５９９ 的中 �� １７６０２（４番人気）�� ３９９８５（１番人気）�� １９１５８（３番人気）
３連複票数 計 ８３１２６０ 的中 ��� ７６８３４（２番人気）
３連単票数 計１３５６２７４ 的中 ��� １９６１５（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２３．２―３５．１―４７．６―１：００．５―１：１３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．５
３ ・（８，１０）（４，１１）６－（７，１５）（１３，１６）（２，３）１４，１，１２－９＝５ ４ ・（８，１０）（４，１１）６（７，３）－１３（１４，１６）２（１，１５，１２）－９－５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノーザンリバー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１０．９．１１ 札幌２着

２００８．４．１２生 牡３鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走状況〕 ミッキーセブン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンハイブリット号・セリアメンテ号は，平成２３年２月１６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハローザロック号・ホワイトスパルタン号
（非抽選馬） １頭 マルブツローマン号
※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。

０１０６４ １月１６日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都１）第６日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

３３ キシュウグラシア 牝５黒鹿５８ 植野 貴也木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０２＋ ４３：１５．８ １．６�

５８ オンワードシェルタ 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４９８－ ２３：１６．５４ ３２．３�
２２ テンシノアスター 牡４栗 ５９ 中村 将之杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４５８－ ６３：１６．６クビ ２７．７�
５７ � タガノブラックヒル 牡６黒鹿６０ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１８± ０３：１６．９２ ６．１�
８１４ コアレススキャン 牡４鹿 ５９ 佐久間寛志小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４８２＋ ２３：１８．２８ ５８．９�
１１ ディープスピリット 牡７鹿 ６０ 小坂 忠士深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４６６－ ４３：１９．０５ ５．４�
４６ カ カ ロ ッ ト �６鹿 ６０ 金子 光希池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ５０２－ ６３：１９．６３� ４２．６	
６１０ レジャイール 牡５鹿 ６０ 今村 康成前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５３６＋１２３：２０．３４ １９．２

６９ エ ル ア ル ト 牡４青鹿５９ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ５１８－１２３：２２．２大差 ２８７．３�
３４ リアルヴィクトリー 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６＋ ４３：２４．１大差 １４．１�
７１１� シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４８６± ０３：２４．３１ １０６．５
８１３ ビコーコルサコフ 牝４栗 ５７ 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７４＋１２３：２６．８大差 ３２７．２�
７１２ サトノケンオー �４栗 ５９ 西谷 誠里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２３：２７．０１� ５７．２�
４５ アラタマポケット 牡５鹿 ６０ 林 満明荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７６＋ ８ （競走中止） １２３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，４４０，５００円 複勝： ２７，７２２，５００円 枠連： １２，６９７，４００円

普通馬連： ３５，９４４，３００円 馬単： ３２，４７４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６１３，０００円

３連複： ５９，３９９，５００円 ３連単： １１２，２２７，４００円 計： ３１５，５１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ５５０円 � ３５０円 枠 連（３－５） ３４０円

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ６００円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ６，８９０円 ３ 連 単 ��� ２５，２００円

票 数

単勝票数 計 １６４４０５ 的中 � ８３３５４（１番人気）
複勝票数 計 ２７７２２５ 的中 � １４５７４３（１番人気）� ６９０８（７番人気）� １１７６８（５番人気）
枠連票数 計 １２６９７４ 的中 （３－５） ２７７３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５９４４３ 的中 �� １１５０４（７番人気）
馬単票数 計 ３２４７４４ 的中 �� ７５０８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６１３０ 的中 �� ５０５１（８番人気）�� ８１０８（５番人気）�� １９５５（２１番人気）
３連複票数 計 ５９３９９５ 的中 ��� ６３６５（２０番人気）
３連単票数 計１１２２２７４ 的中 ��� ３２８７（６８番人気）

上り １マイル １：４８．１ ４F ５３．６－３F ４０．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キシュウグラシア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．１１．２ 京都３着

２００６．４．８生 牝５黒鹿 母 メイショウヤヨイ 母母 ニツセイリラ 障害：３戦１勝 賞金 １３，５００，０００円
〔競走中止〕 アラタマポケット号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キシリトール号・ロードアルファード号
（非抽選馬） １頭 ツルマルビビッド号



０１０６５ １月１６日 曇 良 （２３京都１）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３６ アドマイヤスキップ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０ ―１：５０．９ ７．２�

６１２ ステラロッサ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４８８ ― 〃 ハナ ３．２�
５１０ ゲ バ ラ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 浦河 辻 牧場 ４７６ ―１：５１．２２ ３．１�
４７ エーシンバリントン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４８０ ―１：５１．５１� ７４．８�
８１５ スタニングミノル 牡３青鹿５６ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ４８２ ―１：５１．９２� ２２．０�
４８ ピエナオリオン 牡３黒鹿５６ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：５２．１１ ３．９	
５９ メイショウカルロ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好
氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５６ ―１：５２．３１� ２２０．３�
１１ カフェドフレール 牝３黒鹿５４ 福永 祐一吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６８ ― 〃 クビ ３５．８�
８１６ キャプテンピサ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二市川 義美氏 松永 幹夫 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４７２ ―１：５２．４クビ ４５．０�
１２ メイショウゴモン 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９８ ― 〃 アタマ ９６．６�
３５ ロ ゼ ブ ル ー 牝３鹿 ５４ 大下 智 �ブルーマネジメント武 宏平 新ひだか 加野牧場 ４５０ ―１：５２．５クビ ８８．７�
７１３ エイユームーン 牡３黒鹿５６ 上野 翔笹部 義則氏 飯田 雄三 新冠 川上 悦夫 ４４０ ―１：５２．７１� ２７７．７�
２４ テイエムモーレツ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 新冠橋本牧場 ４５４ ―１：５２．８� ２０９．３�
２３ サンライズアルザス 牡３芦 ５６ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ― 〃 アタマ １６．９�
７１４	 コスモポルタトーリ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宮本 博 愛

Barronstown
Stud and Co-
bra Bloodstock

４４２ ― 〃 クビ １４０．４�
６１１ サカジロロイヤル 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 中島牧場 ４７８ ―１：５４．１８ １３３．０�

（チュオーキング）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６２２，５００円 複勝： ２４，７８８，０００円 枠連： １２，２０９，６００円

普通馬連： ４５，６９１，４００円 馬単： ３５，５１６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３１８，３００円

３連複： ６３，７６５，０００円 ３連単： １１１，４４１，３００円 計： ３３３，３５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－６） １，２９０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ４３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ９，７７０円

票 数

単勝票数 計 １９６２２５ 的中 � ２１６９３（４番人気）
複勝票数 計 ２４７８８０ 的中 � ３２１８９（４番人気）� ５５０９８（２番人気）� ５５５４９（１番人気）
枠連票数 計 １２２０９６ 的中 （３－６） ７０１９（６番人気）
普通馬連票数 計 ４５６９１４ 的中 �� ２５２３５（６番人気）
馬単票数 計 ３５５１６１ 的中 �� ８７８２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３１８３ 的中 �� １２５０９（４番人気）�� １１０２３（６番人気）�� ２３２１９（１番人気）
３連複票数 計 ６３７６５０ 的中 ��� ３８３９１（２番人気）
３連単票数 計１１１４４１３ 的中 ��� ８４２０（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３７．７―５０．４―１：０３．４―１：１５．８―１：２７．６―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤスキップ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

２００８．１．２６生 牡３鹿 母 テ ィ テ ィ ス 母母 ダイナフエアリー １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔その他〕 サンライズアルザス号は，下見所で左後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。

０１０６６ １月１６日 晴 良 （２３京都１）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

７１１ ニジブルーム 牡３芦 ５６ 北村 友一横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：３５．９ １１０．７�

６９ ギリギリヒーロー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２６－ ４ 〃 クビ ２４．１�
６１０ コティリオン 牡３青鹿５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：３６．１１� １．７�
７１２ トップシャイン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４７２＋ ６１：３６．７３� ６．８�
４６ カルドブレッサ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８４－１０ 〃 ハナ １３．１�
５７ エリンコート 牝３黒鹿５４ 四位 洋文吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：３６．９１� ６１．７	
４５ ビップセレブアイ 牡３青鹿５６ 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８０－ ２１：３７．０� １８．５

２２ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０６＋１２１：３７．２１� １８９．０�
５８ ウエストエンド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４＋ ８ 〃 クビ ６４．３�
１１ ラトルスネーク 牡３黒鹿５６ U．リスポリ吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８＋ ２１：３７．３� ３．６

（伊）

８１３ エーティーランボー 牡３鹿 ５６ 幸 英明荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６８＋１６１：３７．５１ ８５．２�
３３ � ウ レ ス ジ 牡３栗 ５６ 岡部 誠角田 睦子氏 角田 輝也 様似 ホウセイ牧場 ４９４± ０１：３７．７１ ３２２．６�

（愛知） （愛知）

３４ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５６＋ ８ 〃 ハナ ９５．８�
８１４ シゲルジュウヤク 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４７０± ０１：３８．３３� ５０７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，３０９，７００円 複勝： ７８，２４８，１００円 枠連： １６，３７８，０００円

普通馬連： ６９，３６８，０００円 馬単： ５８，２０９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，１７４，７００円

３連複： ９９，３２９，８００円 ３連単： ２０４，０７５，４００円 計： ６１５，０９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，０７０円 複 勝 � １，４２０円 � ４８０円 � １１０円 枠 連（６－７） ３７０円

普通馬連 �� ４７，０１０円 馬 単 �� １１０，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，２３０円 �� ２，５８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １５，５２０円 ３ 連 単 ��� ２７７，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３１３０９７ 的中 � ２２２９（１１番人気）
複勝票数 計 ７８２４８１ 的中 � ６１２４（１１番人気）� ２０６５０（６番人気）� ４７４９２０（１番人気）
枠連票数 計 １６３７８０ 的中 （６－７） ３３３５５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９３６８０ 的中 �� １０８９（５０番人気）
馬単票数 計 ５８２０９４ 的中 �� ３８９（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８１７４７ 的中 �� １０３５（４８番人気）�� ５４５１（１７番人気）�� ２２０４９（８番人気）
３連複票数 計 ９９３２９８ 的中 ��� ４７２５（３８番人気）
３連単票数 計２０４０７５４ 的中 ��� ５４３（４０５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１２．２―１２．３―１２．１―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．８―４７．０―５９．３―１：１１．４―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニジブルーム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．３ 阪神２着

２００８．４．２６生 牡３芦 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ７戦２勝 賞金 １５，９００，０００円
※出走取消馬 メイショウムース号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※エリンコート号は，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または施行団体名を表示している。



０１０６７ １月１６日 晴 良 （２３京都１）第６日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

３６ イ チ オ カ 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５３０＋ ６１：１３．１ ２．８�

３５ トウショウカズン 牡４鹿 ５６
５３ ▲国分 優作トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２２－ ２１：１３．２� ２．９�

２４ ナムラカイシュウ 牡５鹿 ５７ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ５１４＋ ８１：１３．４１� ４．３�
７１３ アスタークリス 牡５芦 ５７ 小牧 太加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４４８＋ ６１：１４．４６ ３６．７�
１２ 	 キクノベリータ 牡４鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５０± ０ 〃 アタマ ２０．４�
８１５ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４３４± ０１：１４．５クビ １４．１	
４７ 	 シャイニーコート 
５栗 ５７ 幸 英明小林 昌志氏 笹田 和秀 門別 下河辺牧場 ４８８＋ ６１：１４．８２ １３５．６

５９ ヴンダーゾンネ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド ４８０＋ ２１：１４．９クビ ２４．９�
２３ 	 レルシールフローラ 牝４黒鹿５４ 荻野 琢真大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４５２± ０１：１５．２１� ３６．５�
１１ キ ュ ー ト 牝４栗 ５４ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４２＋ ２ 〃 クビ ９１．１
６１２ ハートフルボディ 牝４鹿 ５４ 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４８２＋ ８１：１５．３� １９．０�
６１１ ロングジーニアス 牡４鹿 ５６ 鷹野 宏史中井 敏雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤英牧場 ５１６＋ ６１：１６．０４ ９６．５�
８１６ ハンターワディ 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８２± ０１：１６．２１� １２１．５�
７１４ カシノストライカー 牡４鹿 ５６ 芹沢 純一柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５０２＋ ４１：１６．３クビ ２２７．５�
５１０ プリティマリ 牝５鹿 ５５

５３ △高倉 稜冨沢 敦子氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 ４７８＋１２１：１６．８３ １１９．７�
４８ 	 ミッキーマドラー 牝４鹿 ５４ 和田 竜二三木 久史氏 福島 信晴 新ひだか 三宅牧場 B４５４＋ ２１：１７．１２ ２２３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１６４，４００円 複勝： ２７，５１９，１００円 枠連： １８，４０７，２００円

普通馬連： ６１，７４５，７００円 馬単： ３９，６８５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１９９，６００円

３連複： ８７，８０８，０００円 ３連単： １４０，４８６，２００円 計： ４２１，０１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－３） ４７０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ２，８４０円

票 数

単勝票数 計 １９１６４４ 的中 � ５３９９５（１番人気）
複勝票数 計 ２７５１９１ 的中 � ６５６９３（１番人気）� ６１１９５（２番人気）� ４４２２７（３番人気）
枠連票数 計 １８４０７２ 的中 （３－３） ２９３１０（２番人気）
普通馬連票数 計 ６１７４５７ 的中 �� １０５４２７（１番人気）
馬単票数 計 ３９６８５０ 的中 �� ３１６０１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１９９６ 的中 �� ４１３０４（１番人気）�� ２５３４９（２番人気）�� １９２８６（３番人気）
３連複票数 計 ８７８０８０ 的中 ��� １１４２１０（１番人気）
３連単票数 計１４０４８６２ 的中 ��� ３６５７４（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．０―１２．１―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．２―３６．２―４８．３―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ チ オ カ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Quiet American デビュー ２００８．３．１ 阪神１着

２００５．４．９生 牡６黒鹿 母 ニシノティアラ 母母 ア フ ァ フ ２０戦３勝 賞金 ３６，９７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ウォーターリメイン号・スナークヒロイン号・ドリームゲイル号・ピサノプレミアム号・プロテクトジアース号・

ミキノクレシェンド号・ミッドタウンレディ号

０１０６８ １月１６日 晴 良 （２３京都１）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５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

７１２ ローレルレガリス 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４６６＋１６１：５４．８ ３．２�

５９ キ ョ ウ ジ 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４２２＋ ２１：５４．９� ６．６�
４６ � ボリュームゾーン 牡４鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ５００＋ ６ 〃 クビ １２．４�
８１５ ナムラブレット 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５４＋ ４１：５５．０� ６．９�
７１３ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５６ 岡部 誠芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５１０± ０ 〃 ハナ ３８．０�

（愛知）

３５ ダノントレビアン 牡４黒鹿５６ 武 豊�ダノックス 松永 幹夫 日高 いとう牧場 ４９０± ０１：５５．２１ ８．９�
４７ トップゾーン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠	コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６８－ ４１：５５．４１ ３６．６

５８ ワルトユニヴァース 牡４栗 ５６ 和田 竜二的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４６６－１２１：５５．７２ ５．９�
６１０ マージービート 牡４栗 ５６ 酒井 学 	キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：５６．０２ ２６．７�
３４ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６４－ ２１：５６．４２� １７６．５
２２ ワンダースル 牝５青鹿５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４５２± ０１：５６．５� ２３２．１�
６１１� クリノテンペスタ 牡４栗 ５６ 秋山真一郎栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４６８＋ ８１：５６．６クビ １８４．８�
２３ トウシンボルト 牡４黒鹿５６ 福永 祐一�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：５７．４５ ５．９�
１１ メタギャラクシー 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三 �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 B４８０＋ ６ 〃 ハナ １２２．３�
８１４� リバートップガン 牡５栗 ５７ 芹沢 純一河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４２４＋ ２１：５７．６１� ２９３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，９３９，４００円 複勝： ４２，５５８，８００円 枠連： ２０，６０８，７００円

普通馬連： ８４，３４４，４００円 馬単： ４９，２７５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３７７，２００円

３連複： １１３，４６５，９００円 ３連単： １８１，５２４，３００円 計： ５４９，０９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（５－７） ４３０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ５１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� ９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２４９３９４ 的中 � ６２２１４（１番人気）
複勝票数 計 ４２５５８８ 的中 � １０７７４２（１番人気）� ４８７５４（４番人気）� ３４６９８（６番人気）
枠連票数 計 ２０６０８７ 的中 （５－７） ３５５９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４３４４４ 的中 �� ６１５６９（２番人気）
馬単票数 計 ４９２７５１ 的中 �� ２１４３０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３７７２ 的中 �� ２０４２９（４番人気）�� １５８６２（５番人気）�� ８０５９（１２番人気）
３連複票数 計１１３４６５９ 的中 ��� ３０３９２（９番人気）
３連単票数 計１８１５２４３ 的中 ��� １４１１９（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．６―５０．８―１：０３．８―１：１６．７―１：２９．１―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３
８，１２（４，９）１５，７（３，１３）５（１，２，６）－（１１，１０，１４）・（８，１２）（４，９）（７，１５）（１３，６）（３，５，２，１４）（１１，１０）１

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

勝馬の
紹 介

ローレルレガリス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００８．１０．１９ 京都２着

２００６．３．１４生 牡５鹿 母 スロクルージュ 母母 シ ユ ア ン ス ２１戦３勝 賞金 ６６，１９５，０００円
〔制裁〕 ダノントレビアン号の調教師松永幹夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 シゲルアサマヤマ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 バンブーキャプテン号
（非抽選馬） ２頭 デンコウゼファー号・メイショウサミット号
※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。



０１０６９ １月１６日 晴 良 （２３京都１）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

こうばい

紅梅ステークス
発走１４時３５分 （芝・右・外）
牝，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１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

１２ モアグレイス 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４５６－１４１：２２．７ １０．０�

２３ シ ナ ル 牝３栗 ５４ 藤田 伸二加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ ４７４＋ ８１：２２．９１� １４．０�

６１１ ウッドシップ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７４＋ ６１：２３．１１� ８６．１�
４８ ケイティーズジェム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ６１：２３．２クビ ２．３�
６１２ ナムラドリーミー 牝３鹿 ５４ 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７６－ ６１：２３．３	 ４４．７�
８１６ タガノラヴキセキ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４４０－ ２１：２３．４	 ５．８	
７１３ ヒシカルメン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４６６－ ６１：２３．５クビ ４１．３

３６ アグネスアンジュ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７６－ ４１：２３．８２ ２０．８�
５１０ レッドマーベル 牝３鹿 ５４ 北村 友一 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４７４± ０１：２４．１２ ７２．３�
５９ ラインアンジュ 牝３鹿 ５４ U．リスポリ大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４９２＋ ４１：２４．４１	 ５．９

（伊）

４７ リトルダーリン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４０２－ ２１：２４．５クビ ８．３�

２４ ラブリイステラ 牝３芦 ５４ 小牧 太�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４８６－ ４１：２５．０３ ３５．６�
８１５ ネオファンシー 牝３栗 ５４ 浜中 俊�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７８± ０１：２５．１クビ ４３．８�
１１ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４５２－ ２１：２５．３１� ６２．８�
３５ スパーブクィーン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４２＋ ６１：２５．４� １４２．５�

（１５頭）
７１４ アフロディシアス 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３８，５６８，４００円 複勝： ５６，９５５，６００円 枠連： ２９，０４３，５００円

普通馬連： １４１，９８２，６００円 馬単： ７５，９４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，０２２，１００円

３連複： １７８，６０４，６００円 ３連単： ３２２，８６０，０００円 計： ８８９，９８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３６０円 � ４４０円 � １，９８０円 枠 連（１－２） ３，５２０円

普通馬連 �� ３，３９０円 馬 単 �� １０，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ８，８８０円 �� １０，８４０円

３ 連 複 ��� １２８，８５０円 ３ 連 単 ��� ５８５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３８５６８４ 的中 � ３０６６０（５番人気）
複勝票数 計 ５６９５５６ 的中 � ４５８８２（５番人気）� ３５２７４（６番人気）� ６７１８（１４番人気）
枠連票数 計 ２９０４３５ 的中 （１－２） ６０９１（１３番人気）
普通馬連票数 計１４１９８２６ 的中 �� ３０９７５（１２番人気）
馬単票数 計 ７５９４７７ 的中 �� ５１６７（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６０２２１ 的中 �� ６１７８（１９番人気）�� １２６２（６５番人気）�� １０３３（７３番人気）
３連複票数 計１７８６０４６ 的中 ��� １０２３（２１７番人気）
３連単票数 計３２２８６００ 的中 ��� ４０７（１０１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．４―４８．１―５９．３―１：１０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．６
３ ２，１１（３，１２）８，１３（６，１０，１６）９（１，５，１５）７－４ ４ ・（２，１１）（３，１２）－８，１３（６，１６）（１０，９）（１，１５）５－７－４

勝馬の
紹 介

モアグレイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１０ 阪神５着

２００８．５．１９生 牝３鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク ５戦２勝 賞金 ２５，０５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３６分に変更。
〔出走取消〕 アフロディシアス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 エリンコート号・キョウワジャンヌ号
（非抽選馬） １頭 デスティニーホープ号
※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。

０１０７０ １月１６日 曇 良 （２３京都１）第６日 第１０競走 ��
��１，９００�

みやび

雅 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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５５．４
１：５５．４

重

重

７７ マ ス ト ハ ブ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５１６＋１０１：５９．６ ４．１�

３３ キクノアポロ 牡５黒鹿５７ 川田 将雅菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５１４＋１６ 〃 クビ ５．０�
８１０�� クリュギスト 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ５０８－ ４２：００．０２	 ３．１�
４４ ソリタリーキング 牡４黒鹿５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５６± ０２：００．２１
 ３．６�
５５ ハードシーキング 牡７鹿 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５００－ ８２：００．６２	 ７７．３�
２２ � ビ ッ グ バ ン 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５１６－ ２ 〃 アタマ ７．６�
６６ エフティイカロス 牡７黒鹿５７ 小牧 太吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：００．９１� ６０．４	
７８ モ チ 牡７青鹿５７ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１４＋ ６２：０１．１１
 ８０．１

８９ ディアプリンシパル 牡６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 ４９４＋１４２：０２．０５ ３８．０�
１１ タイセイファイター 牡７鹿 ５７ 岡部 誠田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５４０＋１０２：０２．４２	 １０４．３�

（愛知）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４０，４６４，１００円 複勝： ５６，９２０，４００円 枠連： ２１，９９９，２００円

普通馬連： １３１，７６４，４００円 馬単： ８７，５０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，７８８，２００円

３連複： １５４，０２６，３００円 ３連単： ３９４，５２８，１００円 計： ９２９，０００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（３－７） １，２２０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２９０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� ５，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４０４６４１ 的中 � ７８５９９（３番人気）
複勝票数 計 ５６９２０４ 的中 � ８９２９５（４番人気）� ９６１１３（３番人気）� １４５５０９（１番人気）
枠連票数 計 ２１９９９２ 的中 （３－７） １３３２３（８番人気）
普通馬連票数 計１３１７６４４ 的中 �� ９３７２６（６番人気）
馬単票数 計 ８７５０９６ 的中 �� ３１６３０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１７８８２ 的中 �� ２５９８０（７番人気）�� ３６６８１（３番人気）�� ４６２３８（２番人気）
３連複票数 計１５４０２６３ 的中 ��� １２６７５６（３番人気）
３連単票数 計３９４５２８１ 的中 ��� ５２４２４（２０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１１．９―１３．４―１３．１―１３．０―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�
７．１―１８．５―３０．４―４３．８―５６．９―１：０９．９―１：２２．６―１：３５．１―１：４７．１

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

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

勝馬の
紹 介

マ ス ト ハ ブ 
�
父 ア フ リ ー ト 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．７ 京都１１着

２００７．４．２０生 牡４鹿 母 ジョウノカトリーヌ 母母 ジョウノカオルコ １１戦４勝 賞金 ４５，７５３，０００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。



０１０７１ １月１６日 曇 良 （２３京都１）第６日 第１１競走 ��
��２，４００�第５８回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２２．１．１６以降２３．１．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日本経済新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 ９２４，０００円 ２６４，０００円 １３２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

６８ ルーラーシップ 牡４鹿 ５６．５ U．リスポリ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４２：２４．６ ３．２�
（伊）

７１１ ヒルノダムール 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４７４± ０２：２４．９２ ５．５�
４５ ローズキングダム 牡４黒鹿５８ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ ２．０�
２２ ナムラクレセント 牡６鹿 ５７ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０６＋ ４２：２５．１１ ５１．９�
７１０ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５６ 福永 祐一�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６８＋１０２：２５．９５ ２５２．３�
６９ ゲシュタルト 牡４鹿 ５６ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５０６＋１４２：２６．１１ １７．９�
５６ ウィルビーキング �７栗 ５３ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ８ 〃 クビ ３００．５	
５７ エーティーボス �７鹿 ５２ 村田 一誠荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４７０＋ ２２：２６．２クビ ２９７．６

４４ オートドラゴン 牡７栗 ５４ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１８＋ ８２：２６．３� １２３．９�
８１３ ビートブラック 牡４青 ５５ 幸 英明前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２＋ ８ 〃 クビ ９．３�
１１ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７０± ０２：２７．１５ ２１２．１
８１２ コスモヘレノス 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５１８＋ ２ 〃 クビ ２３．３�
３３ メイショウクオリア 牡６鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４９０＋１４２：２８．６９ １３３．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９７，３４５，１００円 複勝： ２７４，８８１，４００円 枠連： １３０，３８６，０００円

普通馬連： ７０２，９８１，６００円 馬単： ５２１，２９２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２８，０００，４００円

３連複： ９３０，６５９，２００円 ３連単： ２，７２１，４０２，２００円 計： ５，７０６，９４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（６－７） ９２０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １５０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� ３，２５０円

票 数

単勝票数 計１９７３４５１ 的中 � ４９８９８７（２番人気）
複勝票数 計２７４８８１４ 的中 � ５５６８３３（２番人気）� ３１５８７５（３番人気）� １２３３４０８（１番人気）
枠連票数 計１３０３８６０ 的中 （６－７） １０５４４０（５番人気）
普通馬連票数 計７０２９８１６ 的中 �� ５４１６６２（４番人気）
馬単票数 計５２１２９２８ 的中 �� ２３１９７８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２８０００４ 的中 �� １８４７７５（３番人気）�� ４８４８４４（１番人気）�� ２５０５１５（２番人気）
３連複票数 計９３０６５９２ 的中 ���１５５２９４４（１番人気）
３連単票数 計２７２１４０２２ 的中 ��� ６１８９０１（７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１０．８―１２．７―１３．２―１２．６―１２．６―１２．９―１１．９―１１．１―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．４―３４．２―４６．９―１：００．１―１：１２．７―１：２５．３―１：３８．２―１：５０．１―２：０１．２―２：１２．８

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

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

勝馬の
紹 介

ルーラーシップ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２７ 阪神１着

２００７．５．１５生 牡４鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール ９戦５勝 賞金 １６３，８３８，０００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。

０１０７２ １月１６日 曇 良 （２３京都１）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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１５� オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ 小牧 太吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ２１：２５．５ ８８．３�

５１０ メイショウデイム 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４４８－ ２１：２５．６� ６．４�
３６ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 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 ４９６－ ６１：２６．２３� ３．８�
４７ アイソトープ 牡６栗 ５７ 安藤 勝己 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B４８４－ ４１：２６．３クビ ９．７�
２３ スマートアーサイト 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６± ０１：２６．６２ １５．２�
７１３ ドクターラオウ 牡５鹿 ５７ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２８－ ６１：２６．７	 １１．３	
３５ ジャズピアノ 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：２６．８� ２．５

５９ ペプチドアトム 牡６鹿 ５７

５４ ▲国分 優作沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４９６＋ ８ 〃 ハナ １７．３�
１１ � トウショウレリーフ 牡５黒鹿 ５７

５５ △高倉 稜藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９６－ ２１：２６．９	 １３２．０�

２４ ナショナルヒーロー 牡５鹿 ５７ 幸 英明青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：２７．０� ７０．８
６１２ テンザンモビール 牡８黒鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４９２＋ ２ 〃 ハナ ２１０．０�
１２ マイネルセラーノス 牡４栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ６１：２７．２１� １０１．７�
６１１ ホクセツキングオー 牡４鹿 ５６ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ４９２＋ ６１：２７．４１� １８．９�
４８ シゲルタダカツ 牡４栗 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５２４－ ２ 〃 アタマ １４４．５�
７１４ ザ リ ー ン 牝７鹿 ５５ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５４＋ ２１：２７．５クビ １４５．５�
８１６ チャーミーハヅキ 牝４芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５４－ ３１：２７．７１
 １１６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，５１２，０００円 複勝： ８１，２７１，４００円 枠連： ５１，６４５，０００円

普通馬連： ２０５，０３９，７００円 馬単： １２０，８９７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，１６０，８００円

３連複： ２７５，０８１，９００円 ３連単： ５４８，３７６，３００円 計： １，４１１，９８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，８３０円 複 勝 � １，２００円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（５－８） ７，３４０円

普通馬連 �� ２４，２７０円 馬 単 �� ６２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１６０円 �� ４，１４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ３１，０６０円 ３ 連 単 ��� ４３９，４２０円

票 数

単勝票数 計 ５５５１２０ 的中 � ４９５４（１０番人気）
複勝票数 計 ８１２７１４ 的中 � １３３２１（１０番人気）� １１３４５８（３番人気）� １３５４７３（２番人気）
枠連票数 計 ５１６４５０ 的中 （５－８） ５１９３（１９番人気）
普通馬連票数 計２０５０３９７ 的中 �� ６２３５（４１番人気）
馬単票数 計１２０８９７７ 的中 �� １４３４（９４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４１６０８ 的中 �� ３３８６（３９番人気）�� ４２３５（３３番人気）�� ３４１１４（４番人気）
３連複票数 計２７５０８１９ 的中 ��� ６５３７（７６番人気）
３連単票数 計５４８３７６３ 的中 ��� ９２１（７３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１２．４―１２．６―１２．３―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．６―３６．０―４８．６―１：００．９―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーシャンカレント �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Avenue of Flags

２００６．３．２４生 牡５鹿 母 レッドヴェルベット 母母 Excellent Lady ８戦３勝 賞金 ２７，１００，０００円
地方デビュー ２００９．１０．７ 門別

※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。
（非当選馬） ２頭 ウララカ号・オースミレジスタ号



（２３京都１）第６日 １月１６日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 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

２９６，７００，０００円
７，３９０，０００円
２，１６０，０００円
２８，０４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，７５９，０００円
５，４７１，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
４９９，６０４，４００円
７７３，７８９，５００円
３６０，１３１，０００円

１，６４５，４４９，１００円
１，１３６，２７８，２００円
６２４，１７１，４００円

２，２１１，８５９，３００円
５，１０５，９９５，９００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 １２，３５７，２７８，８００円

総入場人員 ２１，２８７名 （有料入場人員 １９，４５９名）


