
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０４０１３ １月３０日 晴 良 （２３京都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

６１１ キョウワダッフィー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４４４± ０１：１３．５ ５．３�

２３ ラディアーレ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６４± ０ 〃 クビ ４．２�
６１０ エーシンボダイジュ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 多田 善弘 ５２８－ ４１：１４．２４ ２２．２�
４６ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 北村 友一高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 ４５０＋ ８１：１４．６２� ２５．０�
７１３ アルベルティ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 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 ５１０－ ２１：１４．９２ １．８�
８１４ ヤマニンアルシェ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ４１：１５．３２� ２９８．８	
４７ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０６＋ ２１：１５．４� １０１．６

５９ イツモジョウキゲン 牝３鹿 ５４ M．デムーロ小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４３８± ０１：１６．６７ ２３．４�

（伊）

３４ タマモトロンボーン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 ４８６＋ ２１：１６．７� ４４０．０�
７１２ ケイエスブライト 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４８６＋ ８ 〃 クビ １５３．８
２２ カネトシテンアップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４６６＋ ２１：１６．８クビ １０．２�
８１５ ヤマカツレインボー 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真山田 博康氏 小島 貞博 浦河 北俣 益男 ４９８± ０１：１７．４３� ３４６．１�
１１ ドナプリティー 牝３青鹿５４ 浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４１０－ ６１：１８．１４ １４９．２�
５８ シーエリアル 牝３鹿 ５４ 大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４１６－１８１：１８．２� ３７６．５�
３５ ラブリースカイ 牝３栗 ５４ 黒岩 悠長谷川光司氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４４８－ ４１：１８．７３ ４７２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，２４０，４００円 複勝： ２４，７２８，２００円 枠連： １１，０２２，７００円

普通馬連： ３４，８２４，５００円 馬単： ２７，６６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３２６，２００円

３連複： ５１，１９２，０００円 ３連単： ９０，３６９，９００円 計： ２７１，３６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ３９０円 枠 連（２－６） ６３０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ８００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� １６，２９０円

票 数

単勝票数 計 １５２４０４ 的中 � ２２８３２（３番人気）
複勝票数 計 ２４７２８２ 的中 � ３０４５６（３番人気）� ５０９００（２番人気）� １３１９２（５番人気）
枠連票数 計 １１０２２７ 的中 （２－６） １３０１３（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４８２４５ 的中 �� ２３４４０（４番人気）
馬単票数 計 ２７６６２５ 的中 �� ８８８６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３２６２ 的中 �� １０７６７（４番人気）�� ４８７３（１０番人気）�� ５７４４（８番人気）
３連複票数 計 ５１１９２０ 的中 ��� ９４９２（１２番人気）
３連単票数 計 ９０３６９９ 的中 ��� ４０９５（５０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．１―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．２―３６．３―４８．７―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワダッフィー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．２８ 京都２着

２００８．４．１０生 牡３鹿 母 アサカプティット 母母 プティットイル ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 ドナプリティー号の騎手高倉稜は，病気のため浜中俊に変更。
〔その他〕 ラブリースカイ号は，４コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドナプリティー号・シーエリアル号は，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を表示している。

０４０１４ １月３０日 晴 良 （２３京都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

８１５ スカイスクレイパー 牡３栗 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ８１：５６．３ ９．４�

７１３ ト ビ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小田切有一氏 谷 潔 新冠 中地 康弘 ４９８± ０１：５６．４� １．３�
６１０ テンシノイツル 牡３黒鹿５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４５２＋１２１：５６．６１ １７．３�
４６ ドリームボンバー 牡３鹿 ５６ 上野 翔セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４６８± ０１：５６．７� ５０．６�
５８ タ イ タ ン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４６８－ ４１：５７．６５ ４．８�
４７ テイエムエビスオー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８２＋ ２１：５８．２３� ３２７．３�
５９ ト リ ノ 牡３栗 ５６ 酒井 学北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０＋ ６１：５９．０５ ８７．０

３４ マサノエクスプレス 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４４－ ２１：５９．１� ４２７．８�
２２ エ ル ク ロ ス 牝３青鹿５４ 木幡 初広岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ２１：５９．５２� ２３４．５�
２３ ニシノマッシグラ 牡３栃栗５６ 藤岡 佑介西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ７３．１
８１４ ホワイトスパルタン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文渡邉 光典氏 小島 貞博 浦河 帰山 清貴 ５０８＋ ６２：００．０３ ４５．４�
１１ タイキデュエリスト 牡３青鹿５６ 北村 友一�大樹ファーム 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４７８－１２２：０２．２大差 １６３．３�
６１１ メイショウタイタン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 安平 橋本 善太 ４７６－ ２２：０２．４１� １２２．１�
３５ サンレイワイルド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ４８８－ ４２：０２．５� ６１．５�
７１２ 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 ４４６－ ４２：０３．６７ １１７．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５６４，１００円 複勝： ６６，０９５，６００円 枠連： １１，４６０，２００円

普通馬連： ３４，５６８，６００円 馬単： ３４，７１５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５０５，７００円

３連複： ４８，０４９，９００円 ３連単： １０４，８０１，５００円 計： ３３５，７６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � １９０円 � １００円 � ２５０円 枠 連（７－８） ４００円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ９１０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� １０，９６０円

票 数

単勝票数 計 １８５６４１ 的中 � １５６８０（３番人気）
複勝票数 計 ６６０９５６ 的中 � ３１２８６（３番人気）� ５０６４１８（１番人気）� ２０７５８（４番人気）
枠連票数 計 １１４６０２ 的中 （７－８） ２１６０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３４５６８６ 的中 �� ４６９３５（２番人気）
馬単票数 計 ３４７１５４ 的中 �� １３４４１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５０５７ 的中 �� １８３４０（２番人気）�� ４１４７（９番人気）�� １２９２９（３番人気）
３連複票数 計 ４８０４９９ 的中 ��� ２４７０１（３番人気）
３連単票数 計１０４８０１５ 的中 ��� ７０６３（３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．５―１３．２―１３．６―１３．８―１４．１―１３．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．０―４９．２―１：０２．８―１：１６．６―１：３０．７―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スカイスクレイパー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Sky Classic デビュー ２０１１．１．５ 京都９着

２００８．５．２生 牡３栗 母 スウィフトオブフライト 母母 Sails Unfurled ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 トリノ号の騎手高倉稜は，病気のため酒井学に変更。
〔発走状況〕 メイショウタイタン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキデュエリスト号・メイショウタイタン号・サンレイワイルド号・ロゼブルー号は，平成２３年２月

２８日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アストロボーイ号（疾病〔感冒〕のため）
※ニシノマッシグラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回　京都競馬　第２日



０４０１５ １月３０日 晴 良 （２３京都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
１：２１．８

重

稍重

５６ デンコウリョウ 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ５００± ０１：２８．２ １．９�

５７ 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 ４７２＋ ２１：２８．３� １９．７�
３３ 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 ４９２－ ６ 〃 アタマ ２０．１�
２２ トシザツンツン 牡３芦 ５６ M．デムーロ上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １０．４�

（伊）

６８ ヒルノクラウド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４９８－ ２１：２８．６２ ３．３�
４５ 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 ４６８＋ ４１：２９．０２� ８．４�
８１３ マルブツファントム 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４８０－ ６ 〃 アタマ ６５．０	
８１２ スリップストリーム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�樽さゆり氏 南井 克巳 新冠 長浜牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １４９．３

７１０ ジャマイカジョー 牡３黒鹿５６ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３２＋ ２１：２９．２１� １６．４�
１１ ヴァリエンテ 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 出羽牧場 ４７６－ ２１：２９．４１� １１８．５�
４４ エメラルブライト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作高橋 勉氏 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２± ０１：２９．５クビ １３５．２

６９ ウィズイングレース 牡３黒鹿５６ 小牧 太内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４６０＋ ２１：２９．６� ２２０．３�
７１１ バトルルノン 牡３青鹿５６ 北村 友一宮川 秋信氏 清水 久詞 新ひだか 西村 和夫 ４０６＋ ４１：２９．９１� ４４１．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，９２４，４００円 複勝： ３５，７９４，５００円 枠連： １０，６６６，４００円

普通馬連： ４４，６０７，４００円 馬単： ３４，６６９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０３７，６００円

３連複： ６３，４２６，２００円 ３連単： １１５，５１８，２００円 計： ３４５，６４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � ４４０円 枠 連（５－５） １，２００円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ６５０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� １０，７５０円

票 数

単勝票数 計 １９９２４４ 的中 � ８４５９８（１番人気）
複勝票数 計 ３５７９４５ 的中 � １５０９５２（１番人気）� １８５８８（６番人気）� １３３９８（７番人気）
枠連票数 計 １０６６６４ 的中 （５－５） ６５８４（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４６０７４ 的中 �� ３３８６９（４番人気）
馬単票数 計 ３４６６９６ 的中 �� １８１１２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０３７６ 的中 �� １１１９５（４番人気）�� ８１８０（７番人気）�� ２２９０（２４番人気）
３連複票数 計 ６３４２６２ 的中 ��� １３６００（１３番人気）
３連単票数 計１１５５１８２ 的中 ��� ７９３３（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．７―４９．８―１：０２．７―１：１５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウリョウ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神４着

２００８．６．２生 牡３芦 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔騎手変更〕 ウィズイングレース号の騎手高倉稜は，病気のため小牧太に変更。
※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。

０４０１６ １月３０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都２）第２日 第４競走 ��３，１７０�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３：２８．４良・良

１１ プライドイズハート 牡７鹿 ６０ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１６± ０３：３３．０ １３．６�

６８ マッハジュウクン 牡９鹿 ６０ 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ９．８�
３３ � アナザースター 牡６黒鹿６０ 植野 貴也山上 和良氏 田島 良保 静内 畠山牧場 ４６４± ０３：３４．４９ １０．１�
２２ テイケイプリオール 牡６黒鹿６１ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ５．６�
４４ マーブルジーン 牡７黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ５００＋ ４３：３４．９３ ３．８�
７９ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４８２＋２２３：３５．０� ７８．２�
８１１ ピサノシンボル 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８３：３５．８５ １１．２�
７１０ エルジャンクション �５鹿 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ４３：３６．０１� ２．８	
５６ � ブ チ カ マ シ 牡７黒鹿６０ 今村 康成中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４８０＋ ２３：３７．０６ ２３．３

８１２	 トップモンジュー 牡７鹿 ６０ 西谷 誠横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４３４－ ８３：３８．６１０ ６４．９�
５５ シーアクロス 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５２４＋ ８３：４８．４大差 ７６．７�
６７ � モエレスターレット 牝４青 ５７ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 中村 和夫 ４３８＋ ６３：４９．０３
 ２４４．０

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，１０６，１００円 複勝： １５，３３７，６００円 枠連： ９，１１２，４００円

普通馬連： ３２，２２２，６００円 馬単： ２３，５６３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８３９，６００円

３連複： ５０，９３７，８００円 ３連単： ８０，１５９，７００円 計： ２３７，２７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ２９０円 � ２９０円 � ２５０円 枠 連（１－６） ６，１００円

普通馬連 �� ４，５１０円 馬 単 �� １２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� １，３３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １３，３３０円 ３ 連 単 ��� ９６，８３０円

票 数

単勝票数 計 １２１０６１ 的中 � ７０５５（７番人気）
複勝票数 計 １５３３７６ 的中 � １４１０５（５番人気）� １３７８７（６番人気）� １７５０８（４番人気）
枠連票数 計 ９１１２４ 的中 （１－６） １１０４（２６番人気）
普通馬連票数 計 ３２２２２６ 的中 �� ５２７３（２１番人気）
馬単票数 計 ２３５６３２ 的中 �� １４４０（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８３９６ 的中 �� ２３９６（２２番人気）�� ２５６２（２１番人気）�� ３２６９（１４番人気）
３連複票数 計 ５０９３７８ 的中 ��� ２８２１（４５番人気）
３連単票数 計 ８０１５９７ 的中 ��� ６１１（２９８番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５１．８－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プライドイズハート �
�
父 キングオブキングス �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００６．７．１６ 新潟３着

２００４．３．２７生 牡７鹿 母 オールダンシーズ 母母 オールザイヤーズ 障害：１８戦２勝 賞金 ４２，７４１，０００円



０４０１７ １月３０日 晴 良 （２３京都２）第２日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

７１２ リヴェレンテ 牡３青鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０２ ―２：０５．３ ５．４�
（伊）

５８ ロードランパート 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７６ ―２：０５．５１� ３．５�

５７ チャーミングダンス 牝３青鹿５４ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか ケイアイファーム ４６６ ― 〃 ハナ １３．４�
６９ ビヨンドザリーフ 牡３栗 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６２ ―２：０５．９２� ２２．４�
６１０ マイネルコルテーゼ 牡３芦 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 須貝 尚介 新ひだか 木田牧場 ４９６ ―２：０６．１� ６２．５�
２２ デットシーピサ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 前川 正美 ４３４ ― 〃 ハナ ８．９	
３４ インアフラッシュ 牡３青 ５６ U．リスポリ�ノースヒルズ 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６ ― 〃 クビ ３．１


（伊）

８１４ ディープロミオ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅深見 敏男氏 北出 成人 浦河 辻 牧場 ４６６ ―２：０６．２� ８．９�
４５ プ レ ナ ス 牡３栗 ５６ 酒井 学釘田 秀一氏 藤沢 則雄 鹿児島 釘田フアーム ４６４ ―２：０６．６２� ７２．０�
４６ ヒップホップダンス 牡３黒鹿５６ 小牧 太加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 ４６６ ― 〃 ハナ １５．８
７１１ レイフザラッキー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 新ひだか 酒井 秀紀 ４６８ ―２：０７．２３� ７７．０�
８１３ ジャングルウィップ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 田島 良保 浦河 三枝牧場 ４１０ ―２：０８．０５ ２１２．５�
１１ セイカカナデル 牝３栗 ５４ 浜中 俊久米 誠氏 南田美知雄 新ひだか 徳本 幸雄 ４３８ ― 〃 クビ ２３４．３�
３３ ローレルアリエス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４７６ ―２：０９．５９ １２９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１４５，５００円 複勝： ２７，３０３，２００円 枠連： １１，６６７，７００円

普通馬連： ４３，５６３，８００円 馬単： ３０，４２６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５３６，２００円

３連複： ５６，８０６，０００円 ３連単： ９２，７５０，６００円 計： ３００，１９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ７４０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，１００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，６２０円 ３ 連 単 ��� １６，９４０円

票 数

単勝票数 計 １９１４５５ 的中 � ２８４５８（３番人気）
複勝票数 計 ２７３０３２ 的中 � ４０８８４（３番人気）� ６０７７６（１番人気）� １８５１９（７番人気）
枠連票数 計 １１６６７７ 的中 （５－７） １１７９５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３５６３８ 的中 �� ３３９４６（２番人気）
馬単票数 計 ３０４２６６ 的中 �� １０５６９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５３６２ 的中 �� １１５８１（２番人気）�� ３９５５（１４番人気）�� ６４１４（９番人気）
３連複票数 計 ５６８０６０ 的中 ��� １１５９２（１０番人気）
３連単票数 計 ９２７５０６ 的中 ��� ４０４３（４２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．６―１４．４―１３．２―１３．３―１２．６―１１．７―１１．６―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３７．５―５１．９―１：０５．１―１：１８．４―１：３１．０―１：４２．７―１：５４．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

リヴェレンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．３．１３生 牡３青鹿 母 アスペンリーフ 母母 マクダヴィア １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔騎手変更〕 ローレルアリエス号の騎手高倉稜は，病気のため藤岡佑介に変更。
※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。

０４０１８ １月３０日 晴 良 （２３京都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 （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
１：２１．８

重

稍重

４７ ノーザンリバー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２１：２６．１ １．６�

８１４� キモンレッド 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４３４± ０１：２６．５２� ４０．１�
３５ ギンザアキレス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６１：２６．７１� ４１．０�
４６ スカラブレイ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４５８＋１４１：２６．８� ６．９�
３４ ケイアイカイト 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 片山牧場 ４６２－ ４１：２７．３３ １５．０�

（伊）

５９ ヤマノサファイア 牡３栗 ５６ 小牧 太澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４３４－ ２ 〃 アタマ １２．１	
２３ 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 ４５８＋ ２１：２７．５１� ８８．７

５８ アスカノバッハ �３黒鹿５６ 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２＋ ２１：２７．６クビ １００．７�
７１２ タイセイマグナム 牡３栗 ５６ 芹沢 純一田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 ５０８－ ６１：２７．８１� ５４．９�
６１１ テイクアベット 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４９４± ０１：２８．４３� ４．９
８１５ ヒミノキンカメ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４８６± ０１：２８．５� １６８．１�
６１０ ダイシンワイルド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４７６± ０１：２８．７１� ７０．１�
７１３ イチドラゴン 牡３栗 ５６ 畑端 省吾�エーティー 吉田 直弘 日高 豊洋牧場 ４８２－ ４１：２８．８� ７７．６�
２２ クランチタイム 牡３鹿 ５６ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ４９４－ ２１：２９．２２� ２６４．５�
１１ サザンブレイズ 牡３栗 ５６ 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４６２＋１０１：３１．１大差 ７９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，７４４，５００円 複勝： ６１，０５７，４００円 枠連： １５，５８３，１００円

普通馬連： ５５，８０８，９００円 馬単： ４４，１３４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２５７，７００円

３連複： ７５，９６２，４００円 ３連単： １４１，４８２，６００円 計： ４４７，０３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４８０円 � ５９０円 枠 連（４－８） ２，０６０円

普通馬連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ８７０円 �� ５，３６０円

３ 連 複 ��� １０，８７０円 ３ 連 単 ��� ２９，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２５７４４５ 的中 � １２７７９８（１番人気）
複勝票数 計 ６１０５７４ 的中 � ３４５５５３（１番人気）� １６８７５（６番人気）� １３３１８（７番人気）
枠連票数 計 １５５８３１ 的中 （４－８） ５５９３（６番人気）
普通馬連票数 計 ５５８０８９ 的中 �� １９２８６（５番人気）
馬単票数 計 ４４１３４３ 的中 �� １１５４６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２５７７ 的中 �� ９６９７（５番人気）�� ７９３１（９番人気）�� １１８１（４４番人気）
３連複票数 計 ７５９６２４ 的中 ��� ５１５８（３２番人気）
３連単票数 計１４１４８２６ 的中 ��� ３５７２（７８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．１―１２．９―１２．６―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．８―４８．７―１：０１．３―１：１３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３７．４
３ ・（１，２，１１）１２，７（４，６）１４（５，１３）（３，１０，８）１５－９ ４ ・（１１，１２，７）（１，２）（６，１４）４，５（８，１３）３（１０，１５）－９
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 ４戦２勝 賞金 １６，１００，０００円
〔騎手変更〕 ヤマノサファイア号の騎手高倉稜は，病気のため小牧太に変更。
※ケイアイカイト号は，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を表示している。



０４０１９ １月３０日 晴 良 （２３京都２）第２日 第７競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２２ チャームドリーム 牝５鹿 ５５ U．リスポリタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５００－ ６１：１４．５ ３．４�
（伊）

３３ サマーソング 牝４鹿 ５４ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０ 〃 クビ ３．６�
５６ キクノアルバ 牝４鹿 ５４ 池添 謙一菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６２－ ６１：１４．９２� ４．６�
５７ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５

５２ ▲国分 優作谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４８８－ ２１：１５．０� ６８．６�
１１ メジロブラボー 牝５芦 ５５ 岩田 康誠�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８－ ２１：１５．３１� １３．８�
８１３ キ ュ ー ト 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ２１：１５．５１ ８５．４	
６８ ヴィーナススマイル 牝４栗 ５４ 和田 竜二丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４４４－ ８ 〃 クビ ３３．３

７１０ ウォーターリメイン 牝６栗 ５５ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４２４± ０１：１５．６� ３６７．６�
７１１ ザッハトルテ 牝４芦 ５４ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 日高 森永牧場 ４３２＋ ６１：１５．７クビ ５．７�
４５ ラブエーヤン 牝４鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４８０＋ ４１：１５．９１ ６３．４
４４ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５２－ ２１：１６．１１� １３．６�
６９ キャロルロゼ 牝４鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８＋ ６１：１６．２� ２５３．８�
８１２ カクテルローズ 牝４鹿 ５４ M．デムーロ��昭牧場 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４６４± ０１：１６．４１� １４．３�

（伊）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，１９２，９００円 複勝： ３０，６５１，５００円 枠連： １１，１６６，６００円

普通馬連： ４８，４９５，６００円 馬単： ３１，８４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４５７，７００円

３連複： ６６，４３８，２００円 ３連単： １１２，３９６，８００円 計： ３４０，６４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－３） ５６０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ４，１７０円

票 数

単勝票数 計 １８１９２９ 的中 � ４２７７８（１番人気）
複勝票数 計 ３０６５１５ 的中 � ５２９７７（２番人気）� ６６４８１（１番人気）� ５２０８３（３番人気）
枠連票数 計 １１１６６６ 的中 （２－３） １４８９９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８４９５６ 的中 �� ５９５９２（１番人気）
馬単票数 計 ３１８４１３ 的中 �� １７５５２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４５７７ 的中 �� ２４８３３（１番人気）�� １３０９９（３番人気）�� １６７４８（２番人気）
３連複票数 計 ６６４３８２ 的中 ��� ５２１５８（１番人気）
３連単票数 計１１２３９６８ 的中 ��� １９９１０（２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１２．７―１２．８―１２．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１３．０―２５．０―３７．７―５０．５―１：０２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームドリーム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００９．１．１０ 京都１０着

２００６．２．９生 牝５鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー １９戦３勝 賞金 ２９，３００，０００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。

０４０２０ １月３０日 晴 良 （２３京都２）第２日 第８競走 １，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１０ オリエンタルコール 牡４鹿 ５６ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 ４５４＋ ４１：５４．８ １２．１�

３３ マーリンシチー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
４６ ナムラブレット 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５８＋ ４１：５５．４３� ３．４�
５７ ダノンフィーバー 牡５鹿 ５７ U．リスポリ�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ４ 〃 ハナ ２．６�

（伊）

２２ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７ 川田 将雅鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４９２± ０１：５５．５� ２０．３�
７１２ タマモビート 牡５鹿 ５７ 北村 友一タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４８４－ ４１：５５．６� １３３．９�
８１４ テイエムリュウジン 牡５芦 ５７ 浜中 俊竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８２－ ２１：５５．７クビ ９８．８	
４５ � メイショウダイクン 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５１０－ ４ 〃 クビ １８５．０

６９ テ ラ ボ ル ト �４鹿 ５６ 柴田 善臣青山 洋一氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４８２－ ２１：５５．８� ２７．０�
８１３ シルクリンカーン 牡４栗 ５６ 福永 祐一有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４４０＋ ２１：５５．９クビ ２８．９�
１１ リキサンキャロル 牝５栗 ５５ 和田 竜二 ハイパワー商事 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４３２－ ４１：５６．４３ ４３９．１�
７１１ ジャングルストーン 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８＋ ２１：５６．６１� ２２．６�
３４ � センターグリッター 牡５黒鹿５７ 小牧 太中野 優氏 笹田 和秀 むかわ ヤマイチ牧場 ４８８＋１０１：５６．７クビ １５９．４�
５８ タガノザイオン 牡４鹿 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 ４９０＋２０１：５６．８� ２６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，０６３，８００円 複勝： ３６，６９９，１００円 枠連： １６，１０６，７００円

普通馬連： ６６，３９６，１００円 馬単： ４２，８９７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９０３，５００円

３連複： ８９，６０５，４００円 ３連単： １６１，９５４，７００円 計： ４６３，６２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－６） １，４２０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ５１０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� １４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２２０６３８ 的中 � １４４５０（４番人気）
複勝票数 計 ３６６９９１ 的中 � ３２２６３（４番人気）� ７２６８８（３番人気）� ８５２８７（２番人気）
枠連票数 計 １６１０６７ 的中 （３－６） ８４０６（６番人気）
普通馬連票数 計 ６６３９６１ 的中 �� ２８４７０（５番人気）
馬単票数 計 ４２８９７７ 的中 �� ７７５４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９０３５ 的中 �� １１２５２（６番人気）�� １２５１４（４番人気）�� ３４０１４（２番人気）
３連複票数 計 ８９６０５４ 的中 ��� ４５４６２（２番人気）
３連単票数 計１６１９５４７ 的中 ��� ８１８１（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３７．８―５１．４―１：０４．７―１：１７．７―１：３０．３―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オリエンタルコール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．３．２１ 阪神８着

２００７．５．１０生 牡４鹿 母 ウルフコール 母母 ビューティーメイク １２戦２勝 賞金 ２１，５５０，０００円
〔騎手変更〕 ジャングルストーン号の騎手高倉稜は，病気のため藤岡佑介に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０２１ １月３０日 晴 良 （２３京都２）第２日 第９競走 ��１，８００�
か す が

春 日 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１３ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０４＋ ２１：４８．４ ３．９�

２３ セイクリッドセブン 牡４栗 ５６ 四位 洋文 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋ ２ 〃 クビ ３４．１�

４７ コ ン カ ラ ン 牝４栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １２．２�
１１ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 藤岡 佑介平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８８＋ ２１：４８．５クビ ２１．５�
６１０ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５６ 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７８＋ ４１：４８．７１� ２７．０�
６１１ サクラエルドール 牡４青 ５６ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ５．３	
３４ ステージプレゼンス 牡４芦 ５６ U．リスポリ吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：４８．８� ２．４


（伊）

５８ ナムラボルテージ 牝４鹿 ５４ 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６６＋ ２１：４８．９� ３０．１�
３５ ナイスミーチュー 牡４鹿 ５６ M．デムーロ�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０２＋１０１：４９．０� ３６．２�

（伊）

７１２ ニチドウルチル 牝４栗 ５４ 荻野 琢真山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８６± ０１：４９．２１� ３４．７
４６ コートユーフォリア 牡７栗 ５７ 柴田 善臣前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ３５５．４�
５９ アンプレシオネ 牝６芦 ５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４５４＋ ２１：４９．４１� １３．２�
２２ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５５ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４６＋ ２１：４９．９３ ４４２．９�
８１４ エリモクイーン 牝４鹿 ５４ 小牧 太山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４７８± ０１：５０．６４ １４５．２�
８１５ デ コ ル テ 牝４黒鹿５４ 浜中 俊谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４５４－ ２１：５０．９１� １１６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，２８２，３００円 複勝： ７２，２２６，１００円 枠連： ２６，７４８，６００円

普通馬連： １３６，９９８，１００円 馬単： ７２，５４１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，９９４，８００円

３連複： １６２，８３０，２００円 ３連単： ２９６，９１２，５００円 計： ８５４，５３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２００円 � ９００円 � ３３０円 枠 連（２－７） ７，６００円

普通馬連 �� ８，５４０円 馬 単 �� １２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ９００円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� ２５，２２０円 ３ 連 単 ��� １２３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３９２８２３ 的中 � ８１１４８（２番人気）
複勝票数 計 ７２２２６１ 的中 � １１５２０９（３番人気）� １７３８０（９番人気）� ５７６８５（５番人気）
枠連票数 計 ２６７４８６ 的中 （２－７） ２６００（２１番人気）
普通馬連票数 計１３６９９８１ 的中 �� １１８４１（２６番人気）
馬単票数 計 ７２５４１４ 的中 �� ４２０９（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６９９４８ 的中 �� ５２６６（２５番人気）�� １３４３８（７番人気）�� ２９５７（３７番人気）
３連複票数 計１６２８３０２ 的中 ��� ４７６５（６７番人気）
３連単票数 計２９６９１２５ 的中 ��� １７７５（３４０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．１―１２．７―１３．０―１２．２―１１．３―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．３―４９．０―１：０２．０―１：１４．２―１：２５．５―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．２
３ １２，１４（９，８）（４，３）（７，１０）１３（６，１１）５（２，１，１５） ４ １２（１４，８）９（４，１０，３）７（１１，１３）（６，５）（２，１）－１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンスパシーバ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．１０．１８ 京都１着

２００７．２．２８生 牡４鹿 母 レ ー ス カ ム 母母 Video １１戦３勝 賞金 ４９，５２３，０００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。

０４０２２ １月３０日 曇 良 （２３京都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，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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３４ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５６ 川田 将雅�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２２：２４．９ １２．９�

６９ ロードオブザリング 牡４鹿 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ５１６＋ ４ 〃 クビ ３．２�
４６ マイネルゴルト 牡４黒鹿５５ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４６０± ０２：２５．１１� １５．４�
４５ シースナイプ 牝４鹿 ５３ 北村 友一松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４２：２５．３１� ７．７�
１１ シ グ ナ リ オ 牡７栗 ５６ 岩田 康誠齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ６ 〃 アタマ ４６．８�
８１４ キクカタキシード 牡４栗 ５６ 国分 恭介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４８８＋１６２：２５．４� ６．０	
３３ ブルースターキング 牡５黒鹿５６ M．デムーロ �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７６＋ ４２：２５．５クビ ９．１


（伊）

８１３ シゲルフセルト 牡６鹿 ５６ 福永 祐一森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４７０＋ ２２：２５．７１� ８９．４�
２２ コスモラピュタ 牡４鹿 ５６ U．リスポリ �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ ５．９�

（伊）

７１１ ピエナグッドラック 牡７鹿 ５２ 中村 将之本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４８０＋ ２２：２６．１２� ８６．７
６１０ ロイヤルネックレス 牝５青 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８２：２６．３１� ８．０�
５７ メイショウドンタク 牡５黒鹿５８ 藤田 伸二松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 B５０２－ ４２：２６．６１� ２３．７�
７１２� マ サ ラ イ ト 牡７鹿 ５４ 酒井 学丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４９６± ０２：２６．９１� ２６７．２�
５８ タイセイファイター 牡７鹿 ５３ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５４２＋ ２２：２９．２大差 １１９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，３９７，０００円 複勝： ７２，６８４，８００円 枠連： ４２，７４２，６００円

普通馬連： １５４，２３４，３００円 馬単： ８４，９４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，０９６，６００円

３連複： ２０３，１０４，４００円 ３連単： ３５３，７４６，５００円 計： １，００９，９５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ３４０円 � １６０円 � ３６０円 枠 連（３－６） ５３０円

普通馬連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ５，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １，９９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ９，２８０円 ３ 連 単 ��� ５６，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４１３９７０ 的中 � ２５４５２（７番人気）
複勝票数 計 ７２６８４８ 的中 � ４８９６１（７番人気）� １６２５２０（１番人気）� ４５２１５（８番人気）
枠連票数 計 ４２７４２６ 的中 （３－６） ６０６０５（２番人気）
普通馬連票数 計１５４２３４３ 的中 �� ５３５５４（８番人気）
馬単票数 計 ８４９４５７ 的中 �� １１３０５（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７０９６６ 的中 �� １７５１６（８番人気）�� ６７６７（２９番人気）�� ２１７７２（７番人気）
３連複票数 計２０３１０４４ 的中 ��� １６１６５（３７番人気）
３連単票数 計３５３７４６５ 的中 ��� ４６３９（２０９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．０―１２．２―１２．７―１２．４―１３．０―１３．１―１２．３―１１．８―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．１―３４．１―４６．３―５９．０―１：１１．４―１：２４．４―１：３７．５―１：４９．８―２：０１．６―２：１３．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キタサンアミーゴ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１２．７ 阪神１着

２００６．３．１０生 牡５栗 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル １５戦５勝 賞金 ９１，７９１，０００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３０日 曇 良 （２３京都２）第２日 第１１競走 ��１，６００�第４６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 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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

３５ ショウリュウムーン 牝４鹿 ５３ 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４５８－ ２１：３３．７ １０．７�

４８ ヒカルアマランサス 牝５栗 ５４ U．リスポリ�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋１２１：３４．０１� ３．４�
（伊）

３６ サングレアズール 牝４鹿 ５３ 藤岡 佑介青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 ４８８＋１２１：３４．１� ３４．３�
２３ レディアルバローザ 牝４鹿 ５２ 福永 祐一 �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 ４７６＋ ６１：３４．２� １６．３�
６１１ リ ビ ア ー モ 牝６鹿 ５５ M．デムーロ �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：３４．３� １３．５�

（伊）

１１ ストリートスタイル 牝６鹿 ５４ 岩田 康誠下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ １２６．４	
７１３ ブロードストリート 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二下河
行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５８＋１０ 〃 クビ ５．１�
１２ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５３ 小牧 太渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ６１：３４．４� １８４．７�
５９ コスモネモシン 牝４青鹿５３ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ２５．２
４７ アグネスワルツ 牝４栗 ５３ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：３４．５クビ ５．３�
２４ ジュエルオブナイル 牝４鹿 ５３ 川田 将雅 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 クビ ２４６．１�
８１５ ケイアイデイジー 牝４芦 ５３ 北村 友一 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１８＋ ４ 〃 ハナ ６８．６�
５１０ ベストロケーション 牝６芦 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：３４．８１� ７３．４�
６１２ アプリコットフィズ 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：３５．２２� ４．７�
８１６ プリンセスメモリー 牝４鹿 ５３ 四位 洋文海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３９８－ ２１：３５．５１� ４８．８�
７１４� ヤマカツマリリン 牝７栗 ５４ 荻野 琢真山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５３８± ０１：３５．６� ２４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２８，７２０，７００円 複勝： ２２５，０５８，３００円 枠連： １２７，３８９，８００円

普通馬連： ６７９，８４７，８００円 馬単： ３３３，９３６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９４，５６６，９００円

３連複： ９０９，５３８，７００円 ３連単： １，８３７，０５８，２００円 計： ４，４３６，１１６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � ８２０円 枠 連（３－４） １，０２０円

普通馬連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ４，７４０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ２１，４６０円 ３ 連 単 ��� １２５，７４０円

票 数

単勝票数 計１２８７２０７ 的中 � ９５３９７（５番人気）
複勝票数 計２２５０５８３ 的中 � １５７４０８（５番人気）� ５６０２４４（１番人気）� ５４１４４（９番人気）
枠連票数 計１２７３８９８ 的中 （３－４） ９２７９６（５番人気）
普通馬連票数 計６７９８４７８ 的中 �� ２３６７０１（７番人気）
馬単票数 計３３３９３６４ 的中 �� ５１２６７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９４５６６９ 的中 �� ６４８３４（７番人気）�� ９７４２（４４番人気）�� ２３８６８（２３番人気）
３連複票数 計９０９５３８７ 的中 ��� ３１２８６（６４番人気）
３連単票数 計１８３７０５８２ 的中 ��� １０７８３（３５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．４―４７．８―５９．７―１：１１．２―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．０
３ ４（７，１２，１４）（６，９）（１０，１５）３（５，１３，１６）（２，８）１１－１ ４ ４，７，１２，１４（６，９）（１０，１５）３（５，１３）（２，８，１６）１１，１

勝馬の
紹 介

ショウリュウムーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１１．２２ 京都２着

２００７．６．７生 牝４鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー １１戦３勝 賞金 １０６，１７６，０００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 スペルバインド号・ピサノジュバン号
※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。

０４０２４ １月３０日 曇 良 （２３京都２）第２日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１０ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５６ U．リスポリ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５５４＋ ２１：２３．８ １．７�
（伊）

３３ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ６１：２４．７５ ６．７�
１１ スガノメダリスト 牡５栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４９０＋ ８１：２５．１２� ６．３�
５５ 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± ０１：２５．５２� ４４．１�
６７ 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 ４８４－ ２１：２５．８１� １１．６�
４４ ファンドリカップ 牡５芦 ５７

５６ ☆国分 恭介水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社
松田牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ８．７�

８１１ ナショナルヒーロー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：２６．６５ ７６．２	
６６ トシザコジーン 牝６芦 ５５ 北村 友一上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４７８－ ２１：２７．１３ ３１２．６

２２ ベルモントゴラッソ 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５２０＋ ８１：２７．７３� １１０．４�
７８ オースミレジスタ 牡４青鹿５６ 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５３８＋ ４１：２８．３３� １０．０
７９ ディープスピリット 牡７鹿 ５７ 川田 将雅深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４５８－ ８１：２８．７２� １１０．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５１，９２７，６００円 複勝： ７６，７５３，２００円 枠連： ２８，９１９，０００円

普通馬連： １５９，４８５，０００円 馬単： １１１，３９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，０６６，７００円

３連複： １８５，６４９，９００円 ３連単： ５００，９２６，９００円 計： １，１７３，１２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（３－８） ６２０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２１０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ５１９２７６ 的中 � ２４４８８１（１番人気）
複勝票数 計 ７６７５３２ 的中 � ２５２２２３（１番人気）� ８９７２３（４番人気）� １２７９７１（２番人気）
枠連票数 計 ２８９１９０ 的中 （３－８） ３４９４６（３番人気）
普通馬連票数 計１５９４８５０ 的中 �� １７９０６８（３番人気）
馬単票数 計１１１３９２５ 的中 �� ９７７０４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８０６６７ 的中 �� ５００８１（３番人気）�� ８０８５８（１番人気）�� １９４２４（８番人気）
３連複票数 計１８５６４９９ 的中 ��� １３１３０１（２番人気）
３連単票数 計５００９２６９ 的中 ��� ８９６９７（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．４―５９．６―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インペリアルマーチ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１．１７ 京都１着

２００７．５．８生 牡４黒鹿 母 キョウエイマーチ 母母 インターシャルマン ７戦３勝 賞金 ３５，０４２，０００円
〔騎手変更〕 ベルモントゴラッソ号の騎手高倉稜は，病気のため熊沢重文に変更。
※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。



（２３京都２）第２日 １月３０日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２６２，７４０，０００円
８，５２０，０００円
１，８００，０００円
２４，８７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，１０９，０００円
５，１９２，４００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
４１２，３０９，３００円
７４４，３８９，５００円
３２２，５８５，８００円

１，４９１，０５２，７００円
８７２，７２６，６００円
５２０，５８９，２００円

１，９６３，５４１，１００円
３，８８８，０７８，１００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 １０，２１５，２７２，３００円

総入場人員 ２０，３０２名 （有料入場人員 １８，７６４名）


