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０４００１ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１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

４８ ホクトキングダム 牡３青鹿５６ 藤田 伸二布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 ４８６－ ６１：１３．３ ２．４�

８１６� シゲルカイチョウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John
Piconi ４９０＋ ２１：１３．５１� ９．１�

１１ レッドマロン 牝３栃栗５４ 岡部 誠�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４６６－ ４１：１３．９２� １２．９�
（愛知）

５１０ メイショウテンカイ 牡３芦 ５６ 鷹野 宏史松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 ４８６＋ ４１：１４．０� ２１．２�
７１３ マンテンリューマ 牡３青鹿５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４５８－ ４ 〃 アタマ ４５．７�
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 ４６０＋ ２１：１４．１� ２．５�
４７ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９８＋ ６１：１４．４１� １１．９	
７１４ タマモルーキー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作タマモ
 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４９４－１４１：１４．７１� １９８．０�
３６ スイートレーヌ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ ２８．３�
２４ メイショウディノス 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ５０２＋ ４１：１４．８� ３６．７
１２ アリスバローズ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新冠 川島牧場 ４５２＋ ６１：１５．０１	 １６８．８�
６１１ 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 ４０６－ ２１：１６．０６ ３４８．９�
３５ オールザヴォーグ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠飯田 正剛氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４０８＋ ２ 〃 ハナ １１５．３�
５９ フェスタワールド 牝３栗 ５４ 吉田 稔服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４６－ ２１：１６．４２� ２２９．３�

（愛知）

８１５ テイエムライチョウ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４５２＋２４１：１６．５� ３３８．７�
６１２ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 酒井 学石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５３６± ０１：１６．６クビ ３０５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２３５，８００円 複勝： ２５，１５３，２００円 枠連： １２，９０６，１００円

普通馬連： ３７，１２２，４００円 馬単： ２６，７２４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３６７，２００円

３連複： ５１，９４６，７００円 ３連単： ８０，２５１，３００円 計： ２６４，７０７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２８０円 枠 連（４－８） １，０２０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ６００円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� １４，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３２３５８ 的中 � ４３７７９（１番人気）
複勝票数 計 ２５１５３２ 的中 � ７４１１６（１番人気）� ２６９４３（３番人気）� １８０１６（４番人気）
枠連票数 計 １２９０６１ 的中 （４－８） ９３５７（３番人気）
普通馬連票数 計 ３７１２２４ 的中 �� ２５８４２（３番人気）
馬単票数 計 ２６７２４４ 的中 �� １３４８９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３６７２ 的中 �� １１９６１（２番人気）�� ７１２３（７番人気）�� ２２４０（１７番人気）
３連複票数 計 ５１９４６７ 的中 ��� ８２６１（１４番人気）
３連単票数 計 ８０２５１３ 的中 ��� ３９９０（３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１２．３―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．８―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホクトキングダム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１．９ 京都２着

２００８．４．１４生 牡３青鹿 母 エ リ ダ ヌ ス 母母 プリティーウーマン ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔騎手変更〕 テイエムライチョウ号の騎手高倉稜は，病気のため和田竜二に変更。
※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。

０４００２ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１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

３６ サトノサミット 牡３芦 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５００－ ４１：５５．５ １．４�

５９ アイアンテール 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 ４９０＋ ４１：５６．０３ １７．０�
２４ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９４± ０１：５６．１クビ １０．２�
２３ デスペラード 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４７８－ ２ 〃 クビ ３４．０�
１２ ストライクホーク 牡３鹿 ５６ 和田 竜二山上 和良氏 庄野 靖志 日高 出口牧場 ４８０－１０１：５６．２クビ ６．７�
４７ セントヴァリー 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５０－ ２１：５６．９４ ７．９	
１１ タビニデヨウ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 ４４６－ ４１：５７．３２� １５７．３

６１１ ドラゴンウィンズ 牡３芦 ５６ 吉田 稔窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７４± ０１：５７．６２ ６６．０�

（愛知）

４８ ハードピーニャ 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ４１：５７．７クビ １７８．６�

６１２ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 岡部 誠大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９２－ ２１：５７．８� １３９．９
（愛知）

８１６ タイトロープ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 ４８２－ ２１：５８．２２� １４８．１�
７１３ トムコウクン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７８－ ２１：５８．３クビ ９８．９�
５１０ トーワゴールド 牡３青鹿５６ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４６± ０１：５８．６１� ２３１．４�
３５ ジ ュ ク セ イ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４９２＋ ２１：５８．９２ １３６．２�
７１４ グレイトフルダッド 牡３黒鹿５６ 田中 克典吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５０－ ８２：００．２８ ５４４．５�
８１５ ウォーターリバティ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４４４－ ８ 〃 クビ １７０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９６４，２００円 複勝： ４０，４５０，７００円 枠連： ９，６９１，１００円

普通馬連： ３３，８２４，８００円 馬単： ２８，８７５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３４０，４００円

３連複： ５２，８９６，５００円 ３連単： ９１，３２８，８００円 計： ２９２，３７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（３－５） ９４０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２３０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ７，６９０円

票 数

単勝票数 計 １７９６４２ 的中 � １０４１２５（１番人気）
複勝票数 計 ４０４５０７ 的中 � ２３５１２５（１番人気）� １７７５０（５番人気）� ３６６８３（４番人気）
枠連票数 計 ９６９１１ 的中 （３－５） ７６４１（４番人気）
普通馬連票数 計 ３３８２４８ 的中 �� ２３２７８（４番人気）
馬単票数 計 ２８８７５８ 的中 �� １３４８４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３４０４ 的中 �� １００４１（５番人気）�� ２１９４０（２番人気）�� ４４９８（１０番人気）
３連複票数 計 ５２８９６５ 的中 ��� ２５６７１（６番人気）
３連単票数 計 ９１３２８８ 的中 ��� ８７７５（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３６．８―５０．１―１：０３．３―１：１６．７―１：２９．５―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３８．８
１
３
９，２－（１２，１５）（３，１６）（５，１３）６，７（４，１４）－（８，１０）１，１１・（９，２）－（１２，５，１５）（１６，６）（３，１３）（４，７）（８，１４）１０，１－１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノサミット �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Silver Charm デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神５着

２００８．３．８生 牡３芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔騎手変更〕 ドラゴンウィンズ号の騎手高倉稜は，病気のため吉田稔に変更。
〔制裁〕 ドラゴンウィンズ号の騎手吉田稔は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※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 ニシノマッシグラ号・ハコダテイチバン号
※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。

第２回　京都競馬　第１日



０４００３ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１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）

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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１１ アイアムアクトレス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：２５．１ ３．３�

４７ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４３６－ ４１：２６．４８ １６．２�
３６ 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 ４６２＋ ２ 〃 ハナ １４．２�

（伊）

５９ ウ ル ル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：２６．７２ ３．０�
２３ クーファセミラミス 牝３栃栗５４ 幸 英明大迫久美子氏 藤沢 則雄 新冠 村上 欽哉 ４３６± ０１：２７．１２� １７．２�
３５ ハローエフェクト 牝３鹿 ５４ 川田 将雅三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４４８－ ２１：２７．３１ ２１２．１�
８１６ レッドシルフィア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 	東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９４－ ４ 〃 ハナ １７．９

５１０ プレシャスライン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７６＋ ２１：２８．０４ ４．９�
１２ オカノジョーカー 牝３栗 ５４ 吉田 稔�向別牧場 鮫島 一歩 浦河トラストスリーファーム ４４８－ ４１：２８．１� １０２．１

（愛知）

４８ ウォーターアース 牝３栗 ５４ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４３４－１０１：２９．０５ ２２３．３�
７１４ ナイトフライト 牝３栗 ５４ 安部 幸夫橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７６＋ ６ 〃 クビ ２４．３�
（愛知）

１１ フィールザライト 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４３２－ ２ 〃 アタマ １０６．１�
２４ ゴガツノカゼ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 ４４８＋ ２１：２９．１クビ ３０８．５�
７１３ メジロマリシテン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２± ０１：２９．２� ４０．７�
８１５ ファンフェア 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４＋ ４ 〃 クビ １５２．８�
６１２ トウケイローズ 牝３芦 ５４

５３ ☆国分 恭介木村 信彦氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 B４１４± ０１：３０．５８ １６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７８５，９００円 複勝： ３７，３０３，３００円 枠連： １２，７６８，３００円

普通馬連： ４５，５６９，６００円 馬単： ２８，９４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８６３，５００円

３連複： ６６，０８７，３００円 ３連単： ９４，３２３，７００円 計： ３２５，６４３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ４６０円 � ３４０円 枠 連（４－６） ２，９５０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� １，０００円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ９，７４０円 ３ 連 単 ��� ３８，５７０円

票 数

単勝票数 計 １８７８５９ 的中 � ４６１７１（２番人気）
複勝票数 計 ３７３０３３ 的中 � ７９６１２（２番人気）� １７７１４（６番人気）� ２６３０９（４番人気）
枠連票数 計 １２７６８３ 的中 （４－６） ３２０４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４５５６９６ 的中 �� １２４７１（８番人気）
馬単票数 計 ２８９４１６ 的中 �� ５５３５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８６３５ 的中 �� ４９０１（１２番人気）�� ５５２４（１１番人気）�� ２４４９（２３番人気）
３連複票数 計 ６６０８７３ 的中 ��� ５００８（２８番人気）
３連単票数 計 ９４３２３７ 的中 ��� １８０５（１１０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．０―１２．４―１２．６―１２．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．４―４７．８―１：００．４―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムアクトレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神２着

２００８．３．３０生 牝３鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 ハローエフェクト号の騎手高倉稜は，病気のため川田将雅に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイローズ号は，平成２３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。

０４００４ １月２９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都２）第１日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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

８１３ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ６０ 高田 潤林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ６３：１６．３ ４．０�

８１４ ノワールシチー 牡７栗 ６０ 山本 康志 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ５００－ ４３：１６．８３ ３．８�
１１ ナムラチェンジ 牡６鹿 ６０ 植野 貴也奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４８２＋１０ 〃 クビ １５．７�
２２ オンワードホープ �４黒鹿５９ 岩崎 祐己�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８８－１６３：１６．９クビ １６３．５�
３４ アイアングリーン 牡６鹿 ６０ 林 満明池上 一馬氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ８３：１７．４３ ５．４�
５８ ヒカリアライブ 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠當山 �則氏 須貝 彦三 日高 中川牧場 ４３６－ ６３：１８．０３� ５．９	
６９ シャイニーブラック 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６６＋１０３：１８．３１� ３７．０

７１２ メイケイオーシャン 牡４鹿 ５９ 白浜 雄造名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 ４５８± ０３：１８．６１� １８．９�
７１１ ハイデフィニション 牝６鹿 ５８ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 三石 川端牧場 ５２６＋ ８３：１８．７� ２４．８�
４５ � マルブツジャンボ 牡５芦 ６０ 北沢 伸也大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５５４＋ ２３：１８．８� １８．７
６１０ ロードアルファード 牡８鹿 ６０ 南井 大志 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５１６＋１０３：１９．１２ ２４．１�
５７ ヤマカツセイレーン 牝４栗 ５７ 田村 太雅山田 和夫氏 池添 兼雄 浦河 久保 時夫 ４８２＋３６３：２０．６９ ４６．１�
３３ マルカゴクウ 牡４鹿 ５９ 佐久間寛志河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７６＋１２３：２４．１大差 ３８．５�
４６ 	 ケイアイブリザード 牡４芦 ５９ 西谷 誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４９２＋２４３：３１．３大差 １６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，３０６，９００円 複勝： ２０，０４３，７００円 枠連： １４，８６８，３００円

普通馬連： ３２，０５２，０００円 馬単： ２０，７８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５００，４００円

３連複： ４８，０８６，０００円 ３連単： ６８，００６，２００円 計： ２２９，６５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（８－８） ７４０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ９６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� ９，３１０円

票 数

単勝票数 計 １１３０６９ 的中 � ２２５０１（２番人気）
複勝票数 計 ２００４３７ 的中 � ５０７７７（１番人気）� ３１８３０（２番人気）� １３７０５（５番人気）
枠連票数 計 １４８６８３ 的中 （８－８） １４８６１（３番人気）
普通馬連票数 計 ３２０５２０ 的中 �� ３３９９５（１番人気）
馬単票数 計 ２０７８６９ 的中 �� １１６５７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５００４ 的中 �� １３４１０（１番人気）�� ３４７９（１０番人気）�� ３９４８（７番人気）
３連複票数 計 ４８０８６０ 的中 ��� １３７９３（６番人気）
３連単票数 計 ６８００６２ 的中 ��� ５３９２（１３番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５２．３－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ン ゴ ウ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．１．１０ 京都１着

２００６．２．１３生 牡５芦 母 クールグレース 母母 クールアライヴァル 障害：１１戦１勝 賞金 １４，９６０，０００円
〔その他〕 マルカゴクウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マルカゴクウ号は，平成２３年２月２８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キシリトール号・クロスファイト号・クンダリーニ号・スズカフェロー号・ソリッドラヴ号



０４００５ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１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）

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

６１２ オンリーザブレイヴ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０－ ８１：４９．１ ２６．７�
（伊）

８１５ サクラプリエール 牝３黒鹿５４ U．リスポリ�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ３．４�
（伊）

４７ スマートリバティー 牡３鹿 ５６ 岡部 誠大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４４－ ２１：４９．３１� ４１．５�
（愛知）

６１１� 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 ４４６－ ４１：４９．４クビ ３８．８�
３６ ショウナンマハ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ２１．８�
７１４ スーサングレート 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４９４－ ６ 〃 クビ ６．０	
１１ エアクロニクル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５６－ ４ 〃 アタマ ５．９

２３ アーセナルゴール 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：４９．７１� ２２．８�
５１０ 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 ４７６－ ４ 〃 ハナ ５７．９�
８１６ コスモセンシティブ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４５０－ ２１：５０．０１� ９８．１
２４ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４７４＋１２ 〃 アタマ ９６．４�

（愛知）

５９ メイショウクロオビ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ １０．４�
７１３ ナムラオウドウ 牡３黒鹿５６ 吉田 稔奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４４６＋ ４ 〃 ハナ １５９．１�

（愛知）

４８ 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± ０ 〃 ハナ ３．４�

１２ メイショウトカチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８８＋２４１：５０．９５ ２０８．３�
３５ エーシンギャラクシ 牡３黒鹿５６ 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 新冠 タニグチ牧場 ４３０－ ８１：５１．０� ２１６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３２８，１００円 複勝： ４８，１３９，６００円 枠連： １２，４１１，９００円

普通馬連： ５０，０３３，３００円 馬単： ３５，７２１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１９８，８００円

３連複： ７５，９３８，６００円 ３連単： １１４，１７４，８００円 計： ３８３，９４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６７０円 複 勝 � ８００円 � １７０円 � ９９０円 枠 連（６－８） ３，３８０円

普通馬連 �� ６，２８０円 馬 単 �� １５，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� １３，２９０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ６０，７９０円 ３ 連 単 ��� ３６１，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２１３２８１ 的中 � ６３０６（８番人気）
複勝票数 計 ４８１３９６ 的中 � １３２５０（８番人気）� １０３８４２（１番人気）� １０４８２（９番人気）
枠連票数 計 １２４１１９ 的中 （６－８） ２７１７（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５００３３３ 的中 �� ５８８１（２０番人気）
馬単票数 計 ３５７２１８ 的中 �� １７３８（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１９８８ 的中 �� ３１５４（２１番人気）�� ４７５（６８番人気）�� ３３２４（１９番人気）
３連複票数 計 ７５９３８６ 的中 ��� ９２２（１１７番人気）
３連単票数 計１１４１７４８ 的中 ��� ２３３（６７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３５．７―４８．３―１：０１．４―１：１４．０―１：２５．７―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンリーザブレイヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．１０．３０ 京都８着

２００８．３．６生 牡３鹿 母 プラウドビューティー 母母 Honey Bun ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ピエナセレブ号
※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。

０４００６ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５６ ツインテール 牝３栗 ５４ U．リスポリ山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：１４．７ ３．２�
（伊）

８１２ サルココッカ 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 優作吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ３９８ ― 〃 クビ ８．０�

６８ サクセスリアン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４３８ ―１：１４．９１� ３．３�

１１ ナガラダンディ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河トラストスリーファーム ４９４ ―１：１５．６４ ３．１�
５５ ジ ャ ベ リ ン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４８２ ―１：１５．９１� ５９．０�
８１１ キングリホリホ 牡３栗 ５６ 川島 信二平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５８ ―１：１６．０� ７８．７�
２２ グランドシャープ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４１６ ―１：１６．６３� ２３．０	
４４ スズカバンパイア 牝３鹿 ５４ 田中 克典永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４４８ ― 〃 アタマ ７５．７

３３ エドモンドシチー 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド ４７０ ―１：１７．３４ １５．３�
６７ アンジェリカシチー 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 ４２８ ―１：１７．４� ４９．８
７１０ ニホンピロルナ 牝３鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４０８ ―１：１７．５� ９４．４�
７９ サイキョウファスト 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４６ ―１：１７．６� １８２．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，９２２，１００円 複勝： ２１，６６５，７００円 枠連： ９，５８６，４００円

普通馬連： ３３，６７４，５００円 馬単： ２６，８４８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７７８，５００円

３連複： ４４，４７３，２００円 ３連単： ８２，５４８，６００円 計： ２５２，４９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，０４０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２３０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ８，０４０円

票 数

単勝票数 計 １７９２２１ 的中 � ４４９０５（２番人気）
複勝票数 計 ２１６６５７ 的中 � ４６７６８（２番人気）� ２３２５５（４番人気）� ５３７６６（１番人気）
枠連票数 計 ９５８６４ 的中 （５－８） ６８６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ３３６７４５ 的中 �� １８７０８（６番人気）
馬単票数 計 ２６８４８８ 的中 �� ８６０２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７７８５ 的中 �� ９２９８（４番人気）�� ２００７５（１番人気）�� ９０４０（５番人気）
３連複票数 計 ４４４７３２ 的中 ��� ２７００７（２番人気）
３連単票数 計 ８２５４８６ 的中 ��� ７５８６（２１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．５―１２．７―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１３．０―２４．６―３７．１―４９．８―１：０２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
３ ・（２，５）（６，１２）８（１，３）９（４，１０）－１１－７ ４ ・（２，５）（６，１２）８－（１，３）４－９（１０，１１）－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツインテール �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Silver Hawk 初出走

２００８．２．１４生 牝３栗 母 ゲイリーレディ 母母 Gaily Gaily １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔騎手変更〕 エドモンドシチー号の騎手高倉稜は，病気のため幸英明に変更。
※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。



０４００７ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

６１０ 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 ４８６－ ２１：２２．０ ４．４�
（伊）

２２ ロードカナロア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４８２＋ ２１：２２．１� １．８�
６９ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５６ M．デムーロ�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ２１：２２．２� ３．５�

（伊）

４６ 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± ０１：２２．６２� ２３．６�
７１２ エーティーランボー 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６４－ ４１：２２．７� ４３．２�
３３ ボストンエンペラー 牡３黒鹿５６ 幸 英明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６６＋ ８１：２２．９１ １０４．４�
５８ アルトゥバン 牡３栗 ５６ 和田 竜二	ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７２± ０１：２３．０� ３７．８

３４ ドラゴンライズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ８１：２３．１� ３１．２�
８１３ スパーブクィーン 牝３栗 ５４ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ２ 〃 クビ ２６４．９�
８１４ レッドマーベル 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４７８＋ ４１：２３．２� ８１．８
１１ ラブリイステラ 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 優作�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４８０－ ６１：２３．３� １０４．４�
４５ コウエイキング 牡３鹿 ５６ 川島 信二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４６８＋ ６１：２３．４� １１７．５�
５７ � ジーエスデニーロ 牡３栗 ５６ 吉田 稔原 司郎氏 井手上慎一 浦河 絵笛牧場 ４６２－ ７１：２３．５クビ ３３８．５�

（愛知） （愛知）

７１１� クインズセレクト 牝３栗 ５４ 安部 幸夫	ホースケア 山中 輝久 日高 門別 敏朗 ４６２－ ６１：２４．３５ ９０８．３�
（笠松） （愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，６９６，３００円 複勝： ６５，９２４，９００円 枠連： １８，６４８，５００円

普通馬連： ６４，９０６，３００円 馬単： ５１，２５１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９９３，２００円

３連複： ８１，４９９，２００円 ３連単： １７６，５００，６００円 計： ５１７，４２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（２－６） １５０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２４０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ３００円 ３ 連 単 ��� ２，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３１６９６３ 的中 � ５６９７８（３番人気）
複勝票数 計 ６５９２４９ 的中 � ６３３９６（３番人気）� ４０２９３２（１番人気）� ８６４２６（２番人気）
枠連票数 計 １８６４８５ 的中 （２－６） ９４３６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４９０６３ 的中 �� １５５９８１（２番人気）
馬単票数 計 ５１２５１９ 的中 �� ４２３２６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９９３２ 的中 �� ４２４３４（２番人気）�� ２２９１５（３番人気）�� ５５８８７（１番人気）
３連複票数 計 ８１４９９２ 的中 ��� ２０５０４５（１番人気）
３連単票数 計１７６５００６ 的中 ��� ５６１１４（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．９―１２．０―１１．４―１１．４―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３６．０―４８．０―５９．４―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０
３ ・（２，１２）１４（５，６）１３（１，３，８）１０（４，７，９）－１１ ４ ・（２，１２）１４（５，６）（１３，１０）（１，３）８（４，９）７－１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラトルスネーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Wagon Master デビュー ２０１０．１１．１３ 京都１着

２００８．３．１８生 牡３黒鹿 母 ワシントンシティ 母母 Tallahassee ４戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔騎手変更〕 スパーブクィーン号の騎手高倉稜は，病気のため池添謙一に変更。
※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。

０４００８ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１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
１：２１．８

重

稍重

５１０ 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 ５２４＋ ２１：２５．０ ４．３�

４７ エーシンビートロン 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４８０＋１０１：２５．２１ １．８�
１１ マジックアロー 牡５鹿 ５７ 岡部 誠�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６４± ０１：２５．６２� １８．６�

（愛知）

５９ スズカイルマン 牡４栗 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９８－ ２１：２５．９１� １７．１�
１２ シゲルケンシン 牡４鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４８４＋ ４１：２６．１１� ６．４�
７１４ ピサノプリヴェ 牝５栗 ５５ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４８８－ ８ 〃 アタマ １５．０	
７１３ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５６ M．デムーロ山田 博康氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４８２＋１４１：２６．３１	 １６．７


（伊）

３６ 
 マックスコヒヌール 牡５栗 ５７ 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４６４± ０１：２６．４� ５２．２�
８１６ トーセンロマネ 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４２－ ６１：２６．６１� ２０１．３
２４ 
 フジマサボーイ 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫藤原 正一氏 菊川 正達 門別 豊田田村牧場 B４８２－ ６１：２６．８１	 ６４４．１�

（愛知）

６１２� ホウショウマツエ 牝４栗 ５４ 吉田 稔芳賀 吉孝氏 牧浦 充徳 米 Green
Gates Farm ４７４＋ ２１：２７．２２� ２２５．９�

（愛知）

６１１
 スプリングベリー 牝５鹿 ５５ 福永 祐一加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４９２＋２４１：２７．３� ２４１．６�
２３ 
 メイショウレックス 牡４鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好�氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ５０６＋ ８１：２７．６１� ４５３．５�
４８ ゴーオンホーマン 牡４鹿 ５６ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ １５６．８�
８１５
 ヘイセイユニバース 牡５黒鹿５７ 小林 徹弥松岡 研司氏 作田 誠二 浦河 平成ファーム B４９６＋ ４１：２８．４５ ５２４．８�
３５ 
 ウインガルーダ 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�ウイン 西浦 勝一 日高 長田ファーム ４９０－１３１：２９．４６ ７９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５７７，９００円 複勝： ４１，４２８，５００円 枠連： １７，６７９，０００円

普通馬連： ５７，１２６，９００円 馬単： ４１，８６０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４５５，９００円

３連複： ７４，９８２，１００円 ３連単： １３８，３４０，０００円 計： ４１７，４５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（４－５） ３３０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，０００円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� ９，９００円

票 数

単勝票数 計 ２１５７７９ 的中 � ３９５４６（２番人気）
複勝票数 計 ４１４２８５ 的中 � ７０７６０（３番人気）� １５４１２４（１番人気）� １８９５１（６番人気）
枠連票数 計 １７６７９０ 的中 （４－５） ３９６７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７１２６９ 的中 �� １０４０４９（１番人気）
馬単票数 計 ４１８６０４ 的中 �� ２５４７８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４５５９ 的中 �� ３６５８７（１番人気）�� ５１６３（１３番人気）�� ９０４８（７番人気）
３連複票数 計 ７４９８２１ 的中 ��� ２７４６５（７番人気）
３連単票数 計１３８３４００ 的中 ��� １０３２２（２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．１―１２．６―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３５．３―４７．９―１：００．２―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカズン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．２３ 京都５着

２００７．２．１５生 牡４鹿 母 バージントウショウ 母母 タバサトウショウ ８戦２勝 賞金 ２０，１５０，０００円
〔騎手変更〕 ウインガルーダ号の騎手高倉稜は，病気のため国分恭介に変更。
※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。
（非当選馬） １頭 プリンセスエリー号
※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。



０４００９ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１日 第９競走 ��
��２，４００�

ば い か

梅 花 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

２２ サ ン ビ ー ム 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５０８－ ４２：３１．０ ６．４�

８１０ ヴィクトリースター 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 追分ファーム ４５０± ０ 〃 クビ ２．４�
（伊）

６６ ハンドインハンド 牡３青鹿５６ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４６＋ ６２：３１．２１� ４．４�
５５ メイショウトチワカ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４５６－ ６２：３１．３� ９．７�
４４ マリアビスティー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 ハナ ３４．９�
３３ トーセンケイトゥー 牡３栗 ５６ M．デムーロ島川 	哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４－ ８ 〃 クビ ３．６


（伊）

１１ キングオブフェイス 牡３栗 ５６ 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０２－ ６２：３２．２５ １３７．４�
８９ ヴ ェ イ ロ ン 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ４２：３２．４１� ４８．３�
７７ � ロージーライト 牡３青鹿５６ 安部 幸夫栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ２９３．０

（愛知）

７８ � タキノナアチャン 牝３鹿 ５４ 岡部 誠�ホースケア 山中 輝久 新冠 武田 修一 ４１８－ ５２：３４．１大差 ２３４．０�
（笠松） （愛知）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３４，２０３，５００円 複勝： ４６，０７８，４００円 枠連： １４，７０５，１００円

普通馬連： ８２，２１２，３００円 馬単： ６１，１９８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８４０，０００円

３連複： ９６，８３５，５００円 ３連単： ２５１，１０７，８００円 計： ６１４，１８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（２－８） ５８０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ５，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３４２０３５ 的中 � ４２１６６（４番人気）
複勝票数 計 ４６０７８４ 的中 � ６４２４４（４番人気）� １３３２７７（１番人気）� ８７３０４（３番人気）
枠連票数 計 １４７０５１ 的中 （２－８） １８７２３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８２２１２３ 的中 �� ９０８９８（３番人気）
馬単票数 計 ６１１９８２ 的中 �� ２７２１０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８４００ 的中 �� ２７８８９（３番人気）�� １６２０１（７番人気）�� ３７９５３（２番人気）
３連複票数 計 ９６８３５５ 的中 ��� ９１９３７（３番人気）
３連単票数 計２５１１０７８ 的中 ��� ３２６４８（１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１１．９―１３．２―１３．４―１３．７―１４．０―１３．８―１２．６―１１．５―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．３―３６．２―４９．４―１：０２．８―１：１６．５―１：３０．５―１：４４．３―１：５６．９―２：０８．４―２：１９．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ン ビ ー ム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１０．３０ 京都１着

２００８．４．１５生 牡３黒鹿 母 インディペンデンス 母母 インディアリングクオリティ ４戦２勝 賞金 １８，７４５，０００円
〔制裁〕 ヴィクトリースター号の騎手U．リスポリは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたこと

について過怠金３０，０００円。（２番への進路影響）
※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。

０４０１０ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

きたやま

北山ステークス
発走１５時００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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ アドマイヤテンクウ 牡４鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２６± ０１：５２．９ ９．７�

３３ キ テ ィ 牝５鹿 ５５ U．リスポリ武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７０± ０ 〃 クビ １０．６�
（伊）

６７ シ ャ ア 牡５栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６４＋ ２１：５３．２２ ５．６�
６８ 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 ４５４－ ２ 〃 クビ ４．０�
８１１ ヒラボクキング 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５３８＋ ４１：５３．４１� ６．１�
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± ０１：５３．５クビ １２６．８	
４４ ダノンエリモトップ 牡５鹿 ５７ 岡部 誠�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５２４－１４１：５３．８１� ４６．２


（愛知）

１１ メメビーナス 牝４青鹿５４ M．デムーロ本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０－ ２ 〃 ハナ ２．６�
（伊）

７９ パーフェクトラン 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５２２± ０ 〃 アタマ ３７１．５�
５６ ハギノリベラ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５３６＋ ４１：５４．０１� ２７．６
８１２ 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 ４９２－ ２１：５４．５３ ７７．５�
７１０ 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 ５１８＋ ４１：５４．９２	 １５７．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４０，９２０，７００円 複勝： ７０，５２０，０００円 枠連： ２７，８８８，７００円

普通馬連： １３０，０１８，０００円 馬単： ７７，２６０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，７７９，８００円

３連複： １７３，１９１，９００円 ３連単： ３３２，９８６，９００円 計： ９０１，５６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２７０円 � ３２０円 � ２００円 枠 連（２－３） ４，７２０円

普通馬連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ８４０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ６，５３０円 ３ 連 単 ��� ４６，４００円

票 数

単勝票数 計 ４０９２０７ 的中 � ３３３０８（５番人気）
複勝票数 計 ７０５２００ 的中 � ６６６２５（５番人気）� ５３３５９（６番人気）� １０５０６２（３番人気）
枠連票数 計 ２７８８８７ 的中 （２－３） ４３６４（１４番人気）
普通馬連票数 計１３００１８０ 的中 �� ２４５９８（１６番人気）
馬単票数 計 ７７２６０６ 的中 �� ６９０３（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８７７９８ 的中 �� ９１４７（１６番人気）�� １４５５３（１１番人気）�� １４５３８（１２番人気）
３連複票数 計１７３１９１９ 的中 ��� １９５９７（２３番人気）
３連単票数 計３３２９８６９ 的中 ��� ５２９７（１５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３７．１―５０．３―１：０３．５―１：１６．４―１：２８．８―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤテンクウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２ 札幌３着

２００７．１．３０生 牡４鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル １４戦２勝 賞金 ４８，６１０，０００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または施行団体名を表示している。



０４０１１ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１日 第１１競走 ��
��１，２００�第１６回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）

４歳以上，２２．１．３０以降２３．１．２３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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５９ ジョーカプチーノ 牡５芦 ５８ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ５３２＋１０１：０８．２ ２．２�

３６ � アーバニティ 牡７黒鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０６－ ６１：０８．３� ５８．０�
４７ � モルトグランデ 牡７鹿 ５６ 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４９０＋１０１：０８．４	 １０．９�
１２ セイコーライコウ 牡４鹿 ５４ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４９０± ０１：０８．５� １６．７�
４８ � シンボリグラン 牡９芦 ５６ U．リスポリシンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５５０＋ ４１：０８．６クビ ５５．１�
（伊）

７１４ スカイノダン 牝５黒鹿５３ 国分 恭介江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ２１：０８．７� １０．４�

２３ スプリングソング 牡６青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５２０± ０ 〃 クビ ４．１	
１１ サンダルフォン 牡８鹿 ５７ 酒井 学
ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４４＋ ２ 〃 ハナ ３４．０�
７１３ ジェイケイセラヴィ 
７鹿 ５７ 藤田 伸二小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８６± ０１：０８．８クビ １３．７�
８１６ グランプリエンゼル 牝５栃栗５４ 藤岡 佑介北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４５２＋ ８ 〃 クビ ３６．２
６１２ ファイングレイン 牡８黒鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９８＋ １１：０９．０１ ５５．１�
８１５ アーバンストリート 牡７芦 ５５ M．デムーロ佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５８＋ ４１：０９．１	 ２８．４�

（伊）

６１１ ウエスタンビーナス 牝８黒鹿５４ 吉田 稔西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４６８－ ２ 〃 アタマ ２７８．６�
（愛知）

５１０ ウエスタンダンサー 牝７鹿 ５２ 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５０４＋ ２１：０９．３１� １９３．８�
３５ ティファニーケイス 牝４鹿 ５２ 津村 明秀�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 B４８０＋ ４１：０９．４	 ３２．８�
２４ ショウナンカザン 牡６鹿 ５７ 小牧 太国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９６＋ ６１：０９．７２ １８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １００，６０１，１００円 複勝： １５８，２３９，３００円 枠連： ９１，６３５，１００円

普通馬連： ４７４，０７４，７００円 馬単： ２４７，３８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５９，６６３，４００円

３連複： ６６０，９４３，７００円 ３連単： １，２４６，１１２，４００円 計： ３，１３８，６５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � ９６０円 � ２９０円 枠 連（３－５） ２，９８０円

普通馬連 �� ７，８９０円 馬 単 �� １１，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６８０円 �� ５６０円 �� ７，０４０円

３ 連 複 ��� ２９，１００円 ３ 連 単 ��� １２１，５２０円

票 数

単勝票数 計１００６０１１ 的中 � ３６４５２５（１番人気）
複勝票数 計１５８２３９３ 的中 � ３７５７０２（１番人気）� ３１９６１（１３番人気）� １３２９７６（４番人気）
枠連票数 計 ９１６３５１ 的中 （３－５） ２２７０６（１３番人気）
普通馬連票数 計４７４０７４７ 的中 �� ４４３４６（２８番人気）
馬単票数 計２４７３８３４ 的中 �� １６５５０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５９６６３４ 的中 �� １４１６５（３０番人気）�� ７６６４８（２番人気）�� ５２９９（６４番人気）
３連複票数 計６６０９４３７ 的中 ��� １６７６７（９１番人気）
３連単票数 計１２４６１１２４ 的中 ��� ７５６８（３７１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．３―１１．１―１０．９―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３４．８―４５．９―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．７―３F３３．４
３ ５，１１（３，１３）８（４，１０）（７，１４）２，９（１，６）１５，１２，１６ ４ ・（５，１１，１３）（３，８）１０（７，１４）４（２，９）（１，６）１５，１２，１６

勝馬の
紹 介

ジョーカプチーノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２００８．９．１３ 札幌２着

２００６．４．１１生 牡５芦 母 ジョープシケ 母母 ジョーユーチャリス １４戦６勝 賞金 ２４９，８３９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１８頭 アポロドルチェ号・アーリーロブスト号・インオラリオ号・エーシンエフダンズ号・オリオンスターズ号・

グッドキララ号・ケイアイアストン号・サリエル号・シャウトライン号・ステラリード号・スペースフライト号・
スリーアリスト号・ゼットフラッシュ号・ダンスフォーウィン号・テイエムカゲムシャ号・ニシノコンサフォス号・
メイショウセンゴク号・メジロシリング号

※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。

０４０１２ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１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 １０，４００，０００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ ローレルレヴァータ �４鹿 ５６ 岡部 誠 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６０± ０１：５３．３ ６．５�
（愛知）

１１ ドリームマジシャン 牡４青鹿５６ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９０＋ ４１：５３．５１� ３．８�
６６ エイシンナナツボシ 牡４鹿 ５６ 川田 将雅平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５３２－ ４１：５３．６クビ ２１．５�
７９ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：５３．７� ２．８�
８１０ スーサンストリーム 牡４芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６２＋ ４１：５３．８� ２３．４�
４４ エーシンテンモク 牡４鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４８６＋ ６ 〃 アタマ ３６．２�
８１１� レ ア メ タ ル 牡５栗 ５７ 田辺 裕信	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４８０± ０１：５３．９	 ２０．４

５５ ミ コ ノ ス 牝６芦 ５５ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４２± ０１：５４．０	 ２８．５�
７８ ウエスタンシーザー 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ ９３．４�
６７ レッドサーパス 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：５４．４２	 ４．４
３３ ナムラフューチャー 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４８６－ ２１：５５．８９ ２２．６�

（愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，４５２，４００円 複勝： ４４，５５３，３００円 枠連： ２３，４３１，０００円

普通馬連： １０６，０９４，９００円 馬単： ６４，９９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，６７７，１００円

３連複： １３２，９０４，６００円 ３連単： ２７７，１３６，４００円 計： ７１７，２４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ４７０円 枠 連（１－２） １，０５０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，９３０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ６，７００円 ３ 連 単 ��� ３３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３０４５２４ 的中 � ３７３６５（４番人気）
複勝票数 計 ４４５５３３ 的中 � ６１６０６（４番人気）� ８３２８８（２番人気）� １９４７９（８番人気）
枠連票数 計 ２３４３１０ 的中 （１－２） １６６０８（４番人気）
普通馬連票数 計１０６０９４９ 的中 �� ８３２３６（４番人気）
馬単票数 計 ６４９９０８ 的中 �� ２１８７０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７６７７１ 的中 �� ２４６２３（４番人気）�� ４５５４（２７番人気）�� ５７５９（２１番人気）
３連複票数 計１３２９０４６ 的中 ��� １４６５５（２８番人気）
３連単票数 計２７７１３６４ 的中 ��� ６０８７（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．５―４９．８―１：０３．０―１：１６．０―１：２８．７―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルレヴァータ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１１．２１ 京都１着

２００７．４．１４生 �４鹿 母 ラブリーサンライズ 母母 ナイトブリーズ １７戦３勝 賞金 ３２，３５０，０００円
〔騎手変更〕 ミコノス号の騎手高倉稜は，病気のため秋山真一郎に変更。
※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。



（２３京都２）第１日 １月２９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

２４０，４１０，０００円
３，２２０，０００円
１３，０５０，０００円
１，６１０，０００円
２２，７５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，８６７，５００円
５，３４０，８００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
３５９，９９４，９００円
６１９，５００，６００円
２６６，２１９，５００円

１，１４６，７０９，７００円
７１１，８４４，６００円
４３８，４５８，２００円

１，５５９，７８５，３００円
２，９５２，８１７，５００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 ８，０５５，３３０，３００円

総入場人員 １６，４８７名 （有料入場人員 １５，１６１名）


