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０４０６１ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６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

７１１ 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 ４５０－ ８１：１４．１ ７．２�

４４ ジャマイカジョー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３０－ ２１：１４．４１� １３．５�

８１３ ショウナンマイケル 牡３青 ５６ 内田 博幸国本 哲秀氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２＋ ２１：１４．８２� ９．５�

６９ 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± ０１：１５．０１� ２．３�

４５ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４３６－ ４１：１５．１クビ １１２．７�
５６ 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± ０ 〃 クビ ５．６�
２２ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 ４５４＋ ４１：１５．３１� ８．５	
８１２ ファヴェラシック 牝３栗 ５４ 和田 竜二
ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４０－ ４１：１５．７２� １５８．０�
７１０ 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± ０１：１６．１２� １８３．２�
１１ ノースランド 牡３黒鹿５６ U．リスポリ野口 弘司氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 ４４４－１２１：１６．４１� ６．０

（伊）

６８ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５３４＋ ６１：１６．６１� ５２５．８�
３３ サトノスティンガー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 B４５８＋２４１：１７．０２� １５６．６�
５７ ベストクラウン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B４７２－ ６１：２２．８大差 ３９１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，０１２，６００円 複勝： ２６，１９７，７００円 枠連： ８，５９９，３００円

普通馬連： ３７，６８９，３００円 馬単： ２９，１３１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３９０，８００円

３連複： ５４，３３１，８００円 ３連単： ９１，１２２，７００円 計： ２８０，４７６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２１０円 � ３５０円 � ３２０円 枠 連（４－７） ３，３１０円

普通馬連 �� ３，５４０円 馬 単 �� ６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ８３０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ７，６５０円 ３ 連 単 ��� ３８，０６０円

票 数

単勝票数 計 １６０１２６ 的中 � １７７２５（４番人気）
複勝票数 計 ２６１９７７ 的中 � ３８０７５（２番人気）� １８５０９（７番人気）� ２０３９８（６番人気）
枠連票数 計 ８５９９３ 的中 （４－７） １９２３（１７番人気）
普通馬連票数 計 ３７６８９３ 的中 �� ７８７５（１７番人気）
馬単票数 計 ２９１３１９ 的中 �� ３４０４（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３９０８ 的中 �� ４３１４（１６番人気）�� ５２５０（１４番人気）�� ３２９５（２０番人気）
３連複票数 計 ５４３３１８ 的中 ��� ５２４３（３２番人気）
３連単票数 計 ９１１２２７ 的中 ��� １７６７（１５７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．８―１２．７―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．７―４８．４―１：０１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンテンリューマ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１．９ 京都８着

２００８．５．１４生 牡３青鹿 母 サンフィールド 母母 ミスティダンサー ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストクラウン号は，平成２３年３月１３日まで平地競走に出走できない。
※サイキョウファスト号は，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。

０４０６２ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６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

５１０ ディアヴァンドーム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４５８＋ ４１：５５．４ １３．３�

６１１ 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 ５００＋ ６１：５５．５� ５．２�
８１６ 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 ４７０－ ８１：５５．９２� ５．６�
８１５ ランスブレイク 牡３鹿 ５６ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤巻 則弘 ４７４－ ４１：５６．９６ １．９�
７１３ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 内田 博幸�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４６８－ ２１：５７．１１� ３８．９�
４８ 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 ４４８－ ４１：５７．３１� １４．２�
２３ ホーマンアクセル 牡３青鹿５６ U．リスポリ久保 博文氏 安田 隆行 日高 本間牧場 ５０２＋４０１：５７．４� ２７．４	

（伊）

５９ ト リ ノ 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８８－ ２１：５８．３５ ２６７．４�

７１４ テイエムギンリュウ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ５１６－ ４１：５８．５１ ６９３．６�
１１ ライブリユラナス 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 谷口育成牧場 ５１６＋２８１：５８．６� １２４．４
１２ ニホンピロザジ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４７６＋ ２１：５８．８� １４．７�
３６ 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 ４３４－１２１：５９．６５ ７９．８�
２４ サウンドジャーニー 牡３栗 ５６ 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 日高 日高大洋牧場 ４６０－１０１：５９．８１ １５１．２�
３５ 	 ウイングオブピース 牝３鹿 ５４ 幸 英明飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Dr. Masa-

take Iida B４５０＋ ２１：５９．９� ３８．７�
６１２ タガノルビコン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９４－ ２２：００．１１� ２９９．９�
４７ ヤマカツレインボー 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文山田 博康氏 小島 貞博 浦河 北俣 益男 ４８８－１０２：０１．７１０ ３６２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８９７，７００円 複勝： ２７，０２１，９００円 枠連： １０，７６１，５００円

普通馬連： ３６，７０９，４００円 馬単： ２６，２５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９３９，３００円

３連複： ５４，８０３，５００円 ３連単： ８３，１１５，８００円 計： ２７３，４９９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３７０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ３，３００円

普通馬連 �� ２，８００円 馬 単 �� ７，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １，４４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ６，５５０円 ３ 連 単 ��� ５５，３２０円

票 数

単勝票数 計 １６８９７７ 的中 � １００８３（４番人気）
複勝票数 計 ２７０２１９ 的中 � １６３３７（６番人気）� ４８０００（２番人気）� ３０６４０（３番人気）
枠連票数 計 １０７６１５ 的中 （５－６） ２４１０（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３６７０９４ 的中 �� ９６８４（１０番人気）
馬単票数 計 ２６２５００ 的中 �� ２５７０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９３９３ 的中 �� ４６０２（９番人気）�� ２９６３（１５番人気）�� ７９７６（６番人気）
３連複票数 計 ５４８０３５ 的中 ��� ６１７９（２０番人気）
３連単票数 計 ８３１１５８ 的中 ��� １１０９（１５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．７―４９．５―１：０２．９―１：１６．３―１：２９．６―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアヴァンドーム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１．２２ 京都９着

２００８．３．７生 牡３栗 母 グロリアスバラッド 母母 マプティットジョリィ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマカツレインボー号は，平成２３年３月１３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。

第２回　京都競馬　第６日



０４０６３ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６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

６１１ マヤノクレド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６８＋ ６１：２６．６ １５．１�

８１４ 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 ４９０－ ２１：２６．８１� ５．２�
２２ トシザツンツン 牡３芦 ５６ 内田 博幸上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ １０．１�
１１ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８４± ０１：２７．０１� ２．３�
２３ パワフルキリシマ 牡３鹿 ５６ 幸 英明西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４６－ ２１：２７．２１� １２．１�
８１５ オーダーアゲン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４４６－ ８１：２７．８３� ３３．５�
６１０ 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 ４７８－ ４ 〃 ハナ ３６４．５	
５８ シナトラソング 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介中辻 明氏 藤岡 健一 新冠 北星村田牧場 ５４２－ ６１：２８．０１� ３．６

４７ バンブーマンユー 牡３青鹿５６ 和田 竜二�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４５６＋ ６ 〃 ハナ ５１７．３�
５９ ゴッドフローラ 牝３芦 ５４ 小牧 太中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８４± ０１：２８．２１� ２４．１
４６ トミケンデアムート 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 沖田牧場 ４７６－ ２１：２８．６２� ２８７．６�
３４ ロングコウテイ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２２± ０１：２８．９１� １１４．９�
７１２ 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 ４８８－ ６ 〃 アタマ １６８．１�
７１３ コスモラミティエ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介 �ビッグレッドファーム 宮本 博 青森 久保フアーム ５０８＋１０１：２９．８５ １４４．１�
３５ キ ラ コ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文北所 直人氏 中川 公成 平取 中川 隆 ４５６－ ８１：３０．８６ ３９３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，５６１，２００円 複勝： ３１，９０９，４００円 枠連： １４，１７８，３００円

普通馬連： ４４，９４８，０００円 馬単： ３０，７４０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６５２，１００円

３連複： ６４，１０６，９００円 ３連単： １０５，６８８，５００円 計： ３３１，７８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ４９０円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（６－８） ３，８６０円

普通馬連 �� ４，７５０円 馬 単 �� ９，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� １，７８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １２，２７０円 ３ 連 単 ��� ７８，３２０円

票 数

単勝票数 計 １９５６１２ 的中 � １０２６１（６番人気）
複勝票数 計 ３１９０９４ 的中 � １５２５６（６番人気）� ４３０１８（３番人気）� ２９６７７（５番人気）
枠連票数 計 １４１７８３ 的中 （６－８） ２７１７（９番人気）
普通馬連票数 計 ４４９４８０ 的中 �� ６９９０（１６番人気）
馬単票数 計 ３０７４０４ 的中 �� ２３８１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６５２１ 的中 �� ３６６６（１６番人気）�� ２７５２（２０番人気）�� ９５７８（６番人気）
３連複票数 計 ６４１０６９ 的中 ��� ３８５８（３５番人気）
３連単票数 計１０５６８８５ 的中 ��� ９９６（２０２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．３―１２．５―１２．６―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．６―３５．９―４８．４―１：０１．０―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マヤノクレド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１．９ 京都４着

２００８．３．３１生 牡３鹿 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー ３戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円

０４０６４ ２月１３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３京都２）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

４５ 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 ４６６＋ ８３：１６．０ ４．６�

８１４ グッドキララ 牡７鹿 ６０ 植野 貴也杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５４４＋ ８３：１７．２７ １５．５�
５７ ビービースカット 牡４青鹿５９ 西谷 誠�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５１２＋ ６３：１８．０５ ２．５�
２２ � マルイチシンゲキ 牡６鹿 ６０ 南井 大志小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ５３．０�
６１０� アドマイヤゴルゴ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９６－ ８３：１８．３２ ３．３�
７１１� ベートーヴェン 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ５０６＋１２３：１８．８３ ７３．３�
５８ ヤ ラ マ イ カ 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５１２＋１２３：１９．１２ １５．４	
３４ � ワイズプロローグ 牝６鹿 ５８ 難波 剛健�イクタ 村山 明 池田 高橋 正三 ４６８＋１２３：１９．３� １７．９

６９ チョウバクシン 牡４栗 ５９ 田村 太雅丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 武田牧場 ４７０＋ ２３：２０．４７ １１７．３�
３３ レジャイール 牡５鹿 ６０ 熊沢 重文前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５３４－ ２３：２０．５� １３．６�
８１３ シゲカツワンダフル 牡４芦 ５９ 佐久間寛志駒秀 小島 貞博 新冠 ヒノデファーム ４９４＋ ２３：２９．３大差 ６３．６�
７１２ イパルファン 牝４鹿 ５７ 水出 大介井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４２２－１４３：２９．５１	 ３０７．４�
１１ オンワードフレスコ 牝４栗 ５７ 今村 康成オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 ４７６＋ ２３：２９．６� ９４．３�
４６ ウメノカイウン 牝７鹿 ５８ 岩崎 祐己楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ５１８－ ６３：３０．７７ １１２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，１８１，９００円 複勝： １５，７２２，１００円 枠連： １１，３５０，０００円

普通馬連： ３１，１８８，４００円 馬単： ２３，１１１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１０２，１００円

３連複： ４８，３９０，７００円 ３連単： ７５，８９８，３００円 計： ２３１，９４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（４－８） ３，０７０円

普通馬連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ２７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� ２２，７２０円

票 数

単勝票数 計 １３１８１９ 的中 � ２２７７７（３番人気）
複勝票数 計 １５７２２１ 的中 � ２８７８９（３番人気）� １７５９６（４番人気）� ３０６００（２番人気）
枠連票数 計 １１３５００ 的中 （４－８） ２７３１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３１１８８４ 的中 �� ６７６７（１５番人気）
馬単票数 計 ２３１１１６ 的中 �� ２８４７（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１０２１ 的中 �� ３１５３（１４番人気）�� １４３７６（２番人気）�� ４２３３（８番人気）
３連複票数 計 ４８３９０７ 的中 ��� １２９６６（１０番人気）
３連単票数 計 ７５８９８３ 的中 ��� ２４６６（６２番人気）

上り １マイル １：４７．９ ４F ５２．９－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テンシノアスター �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．６．２７ 阪神１４着

２００７．３．２４生 牡４栗 母 イキナオンナ 母母 ブロンズスター 障害：４戦１勝 賞金 ９，８８０，０００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。
（非当選馬） １頭 アラタマポケット号



０４０６５ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

７１３� グリッターテイル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-
poration ４６４ ―１：２８．０ １６．８�

５９ � サトノモンスター 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake
Iida ４７６ ―１：２８．６３� １１．１�

２４ レッドハート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６２ ―１：２８．８１� ９．１�
４７ アベックプレジール 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介玉井 宏和氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４１２ ―１：２９．４３� １９．３�
３５ � エーシンバサラ 牡３青鹿５６ 福永 祐一�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. ５５２ ―１：２９．５	 ３．３�
６１２ サトノレジーナ 牝３黒鹿５４ U．リスポリ里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 アタマ ２．６	

（伊）

６１１ プラチナアリュール 牝３栗 ５４ 池添 謙一飯田 良枝氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４４６ ―１：２９．６� ９．３

８１６ リーサムアンサー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎平田 修氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ５１２ ―１：２９．７クビ ３８．５�
２３ メイショウソフィー 牝３栗 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 日高 日西牧場 ４３８ ―１：２９．９１� ４５．７�
８１５ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４８０ ―１：３０．５３� １０５．５
１２ クラッタリング 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：３０．９２� ４３．２�
１１ メイショウカーネル 牡３栗 ５６ 小林 徹弥松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 ４８２ ―１：３２．２８ ２３３．６�
５１０ エーシンリボルバー 牡３栗 ５６ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５１６ ―１：３２．５１	 ５３．５�
７１４ キンイロノカゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作金井 順一氏 松永 康利 日高 松平牧場 ４９６ ―１：３２．９２� ３７．４�
４８ ニュージョブ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 浦新 徳司 ４１０ ―１：３３．４３ ２３８．５�
３６ テイケイパッション 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太兼松 忠男氏 大橋 勇樹 むかわ 佐久間 孝司 ５１０ ― 〃 ハナ １０８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３０７，２００円 複勝： ２４，３３１，５００円 枠連： １４，７８７，２００円

普通馬連： ４０，４５４，０００円 馬単： ２９，９９９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６０６，３００円

３連複： ５７，１２１，４００円 ３連単： ９１，７６７，６００円 計： ２９４，３７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ４５０円 � ３４０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ３，３６０円

普通馬連 �� ５，８６０円 馬 単 �� １６，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� １，８８０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １７，８４０円 ３ 連 単 ��� １３７，６６０円

票 数

単勝票数 計 １７３０７２ 的中 � ８１４４（６番人気）
複勝票数 計 ２４３３１５ 的中 � １３７７１（７番人気）� １９１１１（５番人気）� ２１６６９（４番人気）
枠連票数 計 １４７８７２ 的中 （５－７） ３２５５（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４０４５４０ 的中 �� ５０９６（１８番人気）
馬単票数 計 ２９９９９４ 的中 �� １３４９（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６０６３ 的中 �� ２５６９（２１番人気）�� ２４３５（２５番人気）�� ２９１９（１５番人気）
３連複票数 計 ５７１２１４ 的中 ��� ２３６４（５４番人気）
３連単票数 計 ９１７６７６ 的中 ��� ４９２（３６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．６―３６．２―４９．３―１：０２．５―１：１５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グリッターテイル �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Fairy King 初出走

２００８．２．２７生 牡３鹿 母 Tadwiga 母母 Euromill １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サトノティアラ号・ルチルドラード号
※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。

０４０６６ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６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

１：２０．５
１：１９．０

良

良

３５ � エーシンハーバー 牝３芦 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米
Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４５４－ ６１：２２．９ ２．２�

５８ イ ト ク ク リ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ４５．７�
２３ セイカプリコーン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４８２＋１２１：２３．０� ９．１�
１１ シゲルシャチョウ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４９４± ０１：２３．３２ ６．２�
３４ ドラゴンライズ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４± ０１：２３．５１ １３．４�
８１５ ロードハリアー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ４．０�
５９ ジョーアカリン 牝３黒鹿５４ 四位 洋文上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３０＋ ６ 〃 クビ １０．２	
４６ ノーザンソング 牝３鹿 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６８＋ ２１：２３．６� １０６．４

７１２ エーシンプリーマ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 室田 千秋 ４１８－ ４１：２４．０２� ３３．６�
７１３� マンボビーン 牝３鹿 ５４ 松浦 政宏小山 豊氏 野田 学 新ひだか 岡田牧場 ４８２－ ５ 〃 アタマ ２２１．２�

（兵庫） （兵庫）

４７ ツカサリボン 牝３栗 ５４ 小牧 太中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４３４＋ ８１：２４．１� ４４．９
８１４ カレンデイムーン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５４－１０１：２４．３１ ６６．８�
２２ ノブヴィクトリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作前田 亘輝氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド ４２０－ ６１：２５．０４ １７８．５�

（１３頭）
６１１ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５２＋ ２ （競走除外）

６１０ カイシュウコロンボ 牡３青鹿５６ U．リスポリ飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ― （出走取消）
（伊）

売 得 金

単勝： ２４，８３６，６００円 複勝： ３３，０９９，４００円 枠連： １３，６５６，６００円

普通馬連： ５２，５８８，０００円 馬単： ３４，８０５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０２３，５００円

３連複： ６４，８４７，８００円 ３連単： １１１，６６１，７００円 計： ３５７，５１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ６４０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ７７０円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ３７０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ６，３６０円 ３ 連 単 ��� ２９，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４８３６６（返還計 ７３０） 的中 � ８９９３４（１番人気）
複勝票数 差引計 ３３０９９４（返還計 １６０５） 的中 � ９６１５１（１番人気）� ９１９５（９番人気）� ３８７５３（４番人気）
枠連票数 差引計 １３６５６６（返還計 ７２８３） 的中 （３－５） １３１１４（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ５２５８８０（返還計 ５３１８） 的中 �� １１０３１（１４番人気）
馬単票数 差引計 ３４８０５９（返還計 ３９５４） 的中 �� ６３０２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２０２３５（返還計 ３９４７） 的中 �� ４４９２（１３番人気）�� １６４５５（３番人気）�� ２１６４（２８番人気）
３連複票数 差引計 ６４８４７８（返還計 １３７３９） 的中 ��� ７５３２（２３番人気）
３連単票数 差引計１１１６６１７（返還計 ２４５７０） 的中 ��� ２８１７（８８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１２．２―１１．８―１１．８―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．８―３５．０―４６．８―５８．６―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．１
３ ９－（２，１２）１３（５，８，１４）１５（３，６）１－４，７ ４ ・（９，１２，１３）（２，５，８）１４（３，６）１５，１（４，７）

勝馬の
紹 介

�エーシンハーバー �
�
父 Cozzene �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神２着

２００８．２．９生 牝３芦 母 Echo Harbor 母母 Echo Echo Echo ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔出走取消〕 カイシュウコロンボ号は，疾病〔両前管部挫創〕のため出走取消。
〔競走除外〕 コットンフィールド号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ジョーアカリン号の騎手四位洋文は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１２番・８番・１５番への進路影響）
※イトククリ号・カレンデイムーン号・コットンフィールド号は，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。



０４０６７ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６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，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

５９ ミッドタウンレディ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：１２．９ ３．９�

４７ トーホウブエナス 牝４栗 ５５ 藤田 伸二東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４６８－１２１：１３．２１� ３．６�
１２ キクノアルバ 牝４鹿 ５５ 小牧 太菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６６＋ ４１：１３．５１� ７．３�
７１３ スズカローゼ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５０２－１０１：１３．７１ ６．５�
８１５ 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 ４６４－ ４ 〃 ハナ ２４．５�
２３ クリスマドンナ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４９２＋ ２１：１３．８� ９０．９	
４８ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５４＋ ２１：１３．９クビ ２４．７

６１１ 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± ０ 〃 ハナ ３５．９�
１１ ヴェリタスローズ 牝４青 ５５ 池添 謙一松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ６．４�
７１４ ア ヤ ナ ベ ル 牝５青鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４４４－ ６１：１４．０クビ ２２０．５
６１２ オデットシチー 牝５黒鹿５５ 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ９．７�
３５ � スズカスコール 牝５栗 ５５ 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６６－ ４１：１４．２１� ４９．８�
２４ ルナドリーム 牝４栗 ５５ 上野 翔北駿競走馬組合 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６０＋ ２１：１４．３� １６４．８�
３６ キ ュ ー ト 牝４栗 ５５ 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４４± ０１：１４．４� １１７．８�
５１０ ケイエスショークン 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４４８＋ ４１：１５．７８ ８５．２�
８１６ ブルーデライト 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 三石 中村 和夫 ４６０＋ ６１：１６．８７ １７５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７７８，３００円 複勝： ３４，８９６，７００円 枠連： １６，６００，８００円

普通馬連： ６１，１４１，６００円 馬単： ３６，５３２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１４２，３００円

３連複： ８１，１４０，０００円 ３連単： １２４，４５０，３００円 計： ４０１，６８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（４－５） ８９０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ６９０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� １４，５１０円

票 数

単勝票数 計 １９７７８３ 的中 � ４０４３７（２番人気）
複勝票数 計 ３４８９６７ 的中 � ４８４３６（２番人気）� ５８７１８（１番人気）� ４００７４（５番人気）
枠連票数 計 １６６００８ 的中 （４－５） １３８６６（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１１４１６ 的中 �� ３８１８６（２番人気）
馬単票数 計 ３６５３２０ 的中 �� １１４８５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１４２３ 的中 �� １３５０７（３番人気）�� ９４７０（１０番人気）�� １２２４８（６番人気）
３連複票数 計 ８１１４００ 的中 ��� ２０４９３（６番人気）
３連単票数 計１２４４５０３ 的中 ��� ６３３４（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．９―１２．１―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．８―４７．９―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッドタウンレディ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１０．５．１６ 京都３着

２００７．２．６生 牝４黒鹿 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle ７戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
〔制裁〕 リッカコウユウ号の調教師武田博は，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 ウォーターリメイン号・ピサノプリヴェ号・メリュジーヌ号

０４０６８ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６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

５８ 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± ０１：５４．２ ２．４�

３３ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５４ 藤田 伸二�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０１：５４．４１� １３．６�
４６ アッシュール 牡４鹿 ５６ 宮崎 北斗吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７６＋ ６１：５４．５� ５４．０�
４５ テイエムバゴオー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４８０－ ６１：５４．７１� ３４．７�
７１２ エリモサプライズ �４鹿 ５６ 小牧 太山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５２０－ ２１：５５．１２� ３．８�
６９ セイピーシーズ 牝４鹿 ５４ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４４８－ ８１：５５．５２� １２９．４�
８１３ 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 ４２８＋ ４ 〃 クビ ４５０．７	
８１４� スズノチーフベアー 牡４栗 ５６

５５ ☆国分 恭介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ４４６－１１１：５５．７１� ４５．１

６１０ バックトゥジエース 牡４栗 ５６ 内田 博幸吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５２２＋ ４１：５６．０１	 ６．７�
７１１ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５４ 池添 謙一石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１４－ ４１：５６．９５ ３５．１�
５７ カルトマリーヌ 牝４鹿 ５４ 佐藤 哲三 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４＋ ８１：５７．０� ４４．４�
３４ � センターグリッター 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠中野 優氏 笹田 和秀 むかわ ヤマイチ牧場 ４８８± ０１：５７．５３ ２６０．４�
２２ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５６ 福永 祐一山田 博康氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４７８－ ４１：５７．９２� ２０．５�
１１ ジャポニズム �４鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６６＋ ２１：５９．１７ ５．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，０４７，２００円 複勝： ４０，９４０，０００円 枠連： １７，２７４，４００円

普通馬連： ７７，１３２，２００円 馬単： ４６，７３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３５６，１００円

３連複： ９６，７４５，２００円 ３連単： １７２，３６９，７００円 計： ５０６，５９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � ７９０円 枠 連（３－５） １，４２０円

普通馬連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ２，０６０円 �� ６，８３０円

３ 連 複 ��� ２１，２００円 ３ 連 単 ��� ６４，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２５０４７２ 的中 � ８３４８３（１番人気）
複勝票数 計 ４０９４００ 的中 � １２３５６３（１番人気）� ２５３９１（５番人気）� ９６１３（１０番人気）
枠連票数 計 １７２７４４ 的中 （３－５） ９０００（６番人気）
普通馬連票数 計 ７７１３２２ 的中 �� ３７５２９（６番人気）
馬単票数 計 ４６７３３３ 的中 �� １５８０１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３５６１ 的中 �� １５７７９（４番人気）�� ３５１８（２４番人気）�� １０３２（５０番人気）
３連複票数 計 ９６７４５２ 的中 ��� ３３６８（５６番人気）
３連単票数 計１７２３６９７ 的中 ��� １９８１（１９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３５．８―４８．６―１：０１．８―１：１４．８―１：２８．１―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．４
１
３

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

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

キ ョ ウ ジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．３１ 京都４着

２００７．５．３１生 牡４黒鹿 母 ワ ナ 母母 メ ロ ン パ ン １０戦２勝 賞金 ２１，３００，０００円
※ウォーターリメイン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０４０６９ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

き づ が わ

木 津 川 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，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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１４� ランリョウオー 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７４－ ６１：３４．８ ２．７�

５８ ガ ン ダ ー ラ 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７８＋ ６１：３４．９� １５．９�
７１１ テーブルスピーチ 牝４栗 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５２－１０１：３５．２２ ７．５�
６９ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４４２＋１２１：３５．４１	 ４．７�
７１２ ナリタシリカ 牝５黒鹿５５ 佐藤 哲三�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５６＋ ８１：３５．６１	 １７．９�
２２ ラヴィンライフ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０ 〃 クビ ２５．９	
８１３ ブルーモーリシャス 牡５青鹿５７ U．リスポリ �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：３５．８１	 ４．２


（伊）

４６ リアルハヤテ 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４３４＋ ２１：３５．９クビ １０８．２�
５７ � ワールドブルー 牡５鹿 ５７ 国分 恭介 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ５０８－ ２１：３６．１１� １３９．８�
３３ テーマソング 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３６．４１
 ７５．１
４５ ブライダルベール 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４００＋ ２１：３６．５クビ ２１．７�
１１ フェスティヴマロン 牝７鹿 ５５ 内田 博幸臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７６＋ ８１：３６．７１� ５６．３�
６１０ エリモクイーン 牝４鹿 ５５ 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 B４７２－ ６１：３８．０８ ３１．０�
３４ ザ ザ 牝６鹿 ５５ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４８４± ０ 〃 クビ ８７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，４４２，５００円 複勝： ４１，９９８，７００円 枠連： ２７，９９６，２００円

普通馬連： ９５，４５８，２００円 馬単： ５７，７１３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，４５１，９００円

３連複： １２１，０８３，９００円 ３連単： ２２５，５６５，６００円 計： ６３２，７１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ３３０円 � ２２０円 枠 連（５－８） １，０８０円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ４６０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ４，５４０円 ３ 連 単 ��� ２０，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２６４４２５ 的中 � ７９２０２（１番人気）
複勝票数 計 ４１９９８７ 的中 � １０６８８８（１番人気）� ２５７７５（６番人気）� ４８１２１（４番人気）
枠連票数 計 ２７９９６２ 的中 （５－８） １９２０２（４番人気）
普通馬連票数 計 ９５４５８２ 的中 �� ３７５３９（７番人気）
馬単票数 計 ５７７１３９ 的中 �� １５９１５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６４５１９ 的中 �� １２１１６（８番人気）�� ２１１６１（４番人気）�� ５４８８（１８番人気）
３連複票数 計１２１０８３９ 的中 ��� １９６９２（１４番人気）
３連単票数 計２２５５６５６ 的中 ��� ８１５３（５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１２．２―１２．１―１２．１―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．５―５９．６―１：１１．７―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ランリョウオー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Tayasu Tsuyoshi デビュー ２０１０．２．２８ 阪神３着

２００７．９．２２生 牡４黒鹿 母 Hollow Bullet 母母 Beat The Bullet ７戦２勝 賞金 ２８，２６９，０００円
※ワールドブルー号は，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。

０４０７０ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

あ す か

飛鳥ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ レインボーペガサス 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０８－ ２１：４７．４ ３．６�

６１１ ブラストダッシュ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ １５．６�
８１６ メイショウカンパク 牡４黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４９２＋ ６１：４７．５クビ ６．４�
６１２ シルクアーネスト 牡４栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４９２＋１８１：４７．６� １１．８�
８１５ マイネルアトレ 牡６栗 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４６８＋ ２ 〃 クビ １４３．９�
２４ ミッキーパンプキン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５４± ０１：４７．７クビ ５．３�
７１３ カネトシディオス 牡４黒鹿５６ 川田 将雅兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３８± ０１：４８．０２ ５．５	
７１４ ロードアリエス 牡６黒鹿５７ U．リスポリ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０６－ ８１：４８．１� １６．１


（伊）

２３ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１８＋１４１：４８．２クビ ３５．５�
１１ 	 スカイリュウホー 牡７鹿 ５７ 福永 祐一小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ２１．９�
５１０ ナリタシャトル 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５２２＋ ８１：４８．５１� ２８．７
５９ ホッコービクトリー 牡６栗 ５７ 小牧 太矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ４９８＋ ６ 〃 クビ １２５．４�
１２ シゲルフセルト 牡６鹿 ５７ 内田 博幸森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４７０± ０１：４８．６クビ ４５．６�
３６ ナリタトルネード 牡６栗 ５７ 幸 英明�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４６８－ ２１：４８．７� １２．３�
４８ ニュービギニング 牡７鹿 ５７ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７０± ０１：４８．８クビ ６６．７�
３５ ワキノパワー 
７鹿 ５７ 国分 恭介脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４４４＋ ４１：５０．１８ ３０１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，９９７，０００円 複勝： ７１，５０３，９００円 枠連： ３５，０３２，４００円

普通馬連： １６３，０５２，６００円 馬単： ８４，９２１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，９３７，０００円

３連複： ２１９，５５４，１００円 ３連単： ３６１，４３５，７００円 計： １，０３２，４３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ３９０円 � ２１０円 枠 連（４－６） １，３７０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ５８０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ５，６４０円 ３ 連 単 ��� ３２，５００円

票 数

単勝票数 計 ３６９９７０ 的中 � ８１２７３（１番人気）
複勝票数 計 ７１５０３９ 的中 � １３９５００（１番人気）� ３９５７５（７番人気）� ８９４６５（４番人気）
枠連票数 計 ３５０３２４ 的中 （４－６） １８９９９（６番人気）
普通馬連票数 計１６３０５２６ 的中 �� ４２５６３（９番人気）
馬単票数 計 ８４９２１７ 的中 �� １３４７５（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９９３７０ 的中 �� １２４９４（１１番人気）�� ２７１３３（３番人気）�� ８５３１（２３番人気）
３連複票数 計２１９５５４１ 的中 ��� ２８７４４（１１番人気）
３連単票数 計３６１４３５７ 的中 ��� ８２０８（７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．４―１２．０―１２．３―１２．０―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．０―４７．０―５９．３―１：１１．３―１：２３．３―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインボーペガサス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００７．９．２ 札幌４着

２００５．３．３０生 牡６鹿 母 ギャンブルローズ 母母 ユキノローズ １８戦４勝 賞金 １３３，７０４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔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。



０４０７１ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６日 第１１競走
第１０４回農林水産省賞典

��
��２，２００�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２２．２．１３以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２２．２．１２以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ８５４，０００円 ２４４，０００円 １２２，０００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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

２２ トゥザグローリー 牡４鹿 ５６ U．リスポリ �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ８２：１３．９ ２．４�
（伊）

５５ メイショウベルーガ 牝６芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５１４＋ ６２：１４．０� ９．６�
８１２ 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 ４７６＋ ２２：１４．２１ ３．９�
４４ ダノンシャンティ 牡４黒鹿５８ 安藤 勝己�ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０－ ２２：１４．４１� ５．３�
５６ ロードオブザリング 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 �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 ５１０－ ６ 〃 アタマ ３２．９�
３３ ビッグウィーク 牡４青鹿５８ 川田 将雅谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４６８＋１８２：１５．０３� １２．６	
１１ オウケンブルースリ 牡６栗 ５８ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ６２：１５．１� ８．７

８１１ プロヴィナージュ 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２０± ０２：１５．４１� ３９．２�
７１０ セラフィックロンプ 牝７青鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ５０４＋ ２２：１５．７２ ８５．９�
７９ シャドウゲイト 牡９黒鹿５８ 岩田 康誠飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２２：１５．９１	 １３６．７
６８ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５７ 福永 祐一�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６８± ０ 〃 クビ １６４．５�
６７ ヒカルカザブエ 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４９４＋２２２：１６．２２ ２００．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７３，６０４，３００円 複勝： ２３３，０８６，９００円 枠連： １０４，８３８，６００円

普通馬連： ７１９，７９４，４００円 馬単： ４１９，１００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１７，６９３，９００円

３連複： ９１３，２０６，７００円 ３連単： ２，２３９，６１８，１００円 計： ５，０２０，９４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（２－５） ８８０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １９０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ５，３９０円

票 数

単勝票数 計１７３６０４３ 的中 � ５９３８９８（１番人気）
複勝票数 計２３３０８６９ 的中 � ６９２４５０（１番人気）� ２１７９６８（４番人気）� ５３８６４９（２番人気）
枠連票数 計１０４８３８６ 的中 （２－５） ８８２５３（３番人気）
普通馬連票数 計７１９７９４４ 的中 �� ４７７２８１（３番人気）
馬単票数 計４１９１００４ 的中 �� １８８０７２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１７６９３９ 的中 �� １２１７０３（３番人気）�� ３６０５４３（１番人気）�� １２０４６５（４番人気）
３連複票数 計９１３２０６７ 的中 ��� ６６２５３８（２番人気）
３連単票数 計２２３９６１８１ 的中 ��� ３０７０１４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．９―３７．１―４９．６―１：０１．８―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．１―１：５１．１―２：０２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥザグローリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．１４ 阪神１着

２００７．２．１６生 牡４鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール １１戦５勝 賞金 ２２４，８２４，０００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。

０４０７２ ２月１３日 晴 良 （２３京都２）第６日 第１２競走 ��１，９００�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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

５８ オースミイレブン 牡４芦 ５６ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ５０２－ ２１：５９．５ ５．１�

７１２ 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± ０２：００．１３� ７．０�
２３ テ ツ キ セ キ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３８＋ ４２：００．５２� ２０．６�
６１０ フロムジオリエント 牡５青鹿５７ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５１４＋１０ 〃 クビ １０．９�
２２ キャプテンマジン 牡６黒鹿５７ 小牧 太佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１２－ ４２：００．６クビ ５．２�
８１５ サンマルボス 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７４－ ８ 〃 ハナ ２．５	
１１ スパークルシチー 牡６黒鹿５７ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 ４９２± ０２：００．８１� ３３．１

６１１ オウケンマジック 牡５鹿 ５７ 池添 謙一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５８－ ８ 〃 アタマ ４７．６�
７１３ エーシンテンモク 牡４鹿 ５６ 内田 博幸�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４８４－ ２２：０１．０� ３９．９�
８１４ 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 ４６０－ ２２：０１．３２ ２９．１
３４ シークレバー 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８０＋ ４２：０１．４� ２２４．２�
４７ ヒミノプリンセス 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５３８－ ２２：０１．７２ ２１４．２�
４６ � パシコジュリエ 牝４鹿 ５４ 藤田 伸二酒井 芳秀氏 嶋田 潤 新ひだか パシフイツク牧場 B４６０＋ ２２：０１．９１� ２０．５�
５９ レオソリスト 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５３６＋ ６２：０２．３２� ７０．５�
３５ ト ム ト ッ プ 牡７栗 ５７ 藤岡 康太半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４７８－１８２：０３．５７ ３０９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，７４９，２００円 複勝： ５８，３４７，２００円 枠連： ３７，９３５，２００円

普通馬連： １５２，３５９，６００円 馬単： ９０，０６７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，９５８，０００円

３連複： ２０２，１３６，６００円 ３連単： ３９０，０３３，２００円 計： １，０２１，５８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２２０円 � ２６０円 � ５３０円 枠 連（５－７） １，４８０円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，７３０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� １１，３７０円 ３ 連 単 ��� ５０，０６０円

票 数

単勝票数 計 ３８７４９２ 的中 � ６０４１２（２番人気）
複勝票数 計 ５８３４７２ 的中 � ７８７３４（３番人気）� ６２９６２（４番人気）� ２４６３０（７番人気）
枠連票数 計 ３７９３５２ 的中 （５－７） １８９２９（７番人気）
普通馬連票数 計１５２３５９６ 的中 �� ５９９７０（６番人気）
馬単票数 計 ９００６７８ 的中 �� １８９８８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１９５８０ 的中 �� ２１５８９（６番人気）�� ７２１９（２０番人気）�� ５８４１（２６番人気）
３連複票数 計２０２１３６６ 的中 ��� １３１２２（４１番人気）
３連単票数 計３９００３３２ 的中 ��� ５７５１（１４９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１１．６―１３．２―１２．９―１３．１―１２．８―１２．５―１２．５―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．９―１８．３―２９．９―４３．１―５６．０―１：０９．１―１：２１．９―１：３４．４―１：４６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミイレブン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．１．１６ 京都１着

２００７．３．２３生 牡４芦 母 ロ ジ ー タ 母母 メロウマダング １１戦３勝 賞金 ３２，０４０，０００円
※オウケンマジック号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２３京都２）第６日 ２月１３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４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

２９９，９７０，０００円
２，１３０，０００円
５，６１０，０００円
２，２１０，０００円
２８，３５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，７５３，５００円
５，４０２，８００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
４２８，４１５，７００円
６３９，０５５，４００円
３１３，０１０，５００円
１，５１２，５１５，７００円
９０９，１０８，３００円
５３３，２５３，３００円
１，９７７，４６８，６００円
４，０７２，７２７，２００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 １０，３８５，５５４，７００円

総入場人員 ２６，１２１名 （有料入場人員 ２４，５４３名）


