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０４０７３ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５５ シ ー ラ イ フ 牝３芦 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５０４＋１２１：５５．０ ２．５�

８１１ シーズガレット 牝３栗 ５４ 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５０＋ ８１：５６．１７ ４．６�
２２ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６２－ ２１：５６．３１� １３．６�
３３ エアワンピース 牝３栗 ５４ 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８６－１０１：５６．５１� ２．６�
７９ ハローエフェクト 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４４８± ０１：５６．６� ２２．８�
６７ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０８＋ ２１：５７．３４ ４７．８	
１１ マイネトルテ 牝３青鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 滝本 健二 ４８０－ ２１：５７．８３ ３１．１

７１０ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 ４４４－ ２１：５８．１１� ２４．８�
５６ タマモカルメン 牝３黒鹿５４ 田中 健タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 ４４６－ ６１：５８．５２� １６６．８�
６８ モズレジェンド 牝３鹿 ５４ 北村 友一北側 雅司氏 清水 久詞 様似 清水スタッド ４４０－ ４ 〃 クビ ３８．６
４４ シャトープレンティ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４６４－ ２１：５８．６クビ １６２．８�
８１２ フォーカルシャイン 牝３黒鹿５４ 上野 翔 �キャロットファーム 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ２２：００．３大差 ７９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，１６７，６００円 複勝： ２４，５７９，８００円 枠連： ９，５６０，２００円

普通馬連： ３５，３５４，５００円 馬単： ２８，７７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９７９，４００円

３連複： ５７，５７１，７００円 ３連単： １０５，７９６，３００円 計： ２９０，７８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（５－８） ４５０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４００円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ３，３８０円

票 数

単勝票数 計 １２１６７６ 的中 � ３８４７６（１番人気）
複勝票数 計 ２４５７９８ 的中 � ８６１５３（１番人気）� ４７１１７（２番人気）� ２２２６８（４番人気）
枠連票数 計 ９５６０２ 的中 （５－８） １６０１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３５３５４５ 的中 �� ６１９０６（２番人気）
馬単票数 計 ２８７７３７ 的中 �� ２８３２８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９７９４ 的中 �� ２３９３２（２番人気）�� ９８９９（４番人気）�� ６２９５（７番人気）
３連複票数 計 ５７５７１７ 的中 ��� ３９５７７（２番人気）
３連単票数 計１０５７９６３ 的中 ��� ２３１１３（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１３．４―１３．０―１３．１―１２．６―１２．６―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．４―５０．４―１：０３．５―１：１６．１―１：２８．７―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

シ ー ラ イ フ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１０．１０．１０ 京都５着

２００８．２．２０生 牝３芦 母 オペラハナミ 母母 タケノハナミ ６戦１勝 賞金 １１，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォーカルシャイン号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。

０４０７４ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時２５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

７１４ ニシオドリーム 牡３黒鹿５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４７６－１２１：１２．０ ５．４�

５９ � シゲルカイチョウ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John
Piconi ４９０± ０１：１２．８５ ３．７�

７１３ 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 ４７０－１２１：１２．９� １５０．２�

３５ ファンドリソフィア �３栗 ５６ 北村 友一水戸 富雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４６８± ０１：１３．１１	 ３２．０�
４８ ダノンスプリーム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B４４２＋ ４ 〃 クビ ２９．３�
４７ ケイエスブライト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４７８－ ８ 〃 ハナ ２８９．８�
２３ キンシゴールド 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社
松田牧場 ４６０± ０１：１３．２クビ ８７．４	

２４ エーシンボダイジュ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 多田 善弘 ５２８± ０１：１３．４１	 １６．９

６１２ ラディアーレ 牡３鹿 ５６ 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６６＋ ２１：１３．７２ ２．２�
３６ � エーシンホーマー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 米

C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４７６－ ２１：１３．８クビ １７．９�
５１０ クリスワールド 牡３栗 ５６ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ ８４．９
８１５ ナリタグローリー 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦�オースミ 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４６２－ ２１：１３．９クビ ７０．７�
８１６ キョウワブリット 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５８－１２１：１４．３２
 ３７０．２�
６１１ モ チ ヅ キ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ４７６＋ ２１：１４．５� ５０８．２�
１２ � アスターポメリー 牡３栗 ５６ 浜中 俊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe ４３４－１６１：１４．９２
 ９．６�
１１ 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 ４７２－ ２１：１６．０７ ４４４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７３５，３００円 複勝： ２９，６９４，６００円 枠連： １１，６２６，８００円

普通馬連： ３９，２６１，０００円 馬単： ３０，３５１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４９９，１００円

３連複： ６４，８３４，８００円 ３連単： １０２，３３４，６００円 計： ３１６，３３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２，６２０円 枠 連（５－７） １，２２０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ７，２１０円 �� ５，７６０円

３ 連 複 ��� ４１，３６０円 ３ 連 単 ��� １６１，７２０円

票 数

単勝票数 計 １５７３５３ 的中 � ２３２４４（３番人気）
複勝票数 計 ２９６９４６ 的中 � ４５０５９（３番人気）� ５８２４３（２番人気）� ２０４６（１２番人気）
枠連票数 計 １１６２６８ 的中 （５－７） ７０３５（５番人気）
普通馬連票数 計 ３９２６１０ 的中 �� ２１１８３（４番人気）
馬単票数 計 ３０３５１０ 的中 �� ８８４４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４９９１ 的中 �� １０１２３（５番人気）�� ７３５（４２番人気）�� ９２３（３６番人気）
３連複票数 計 ６４８３４８ 的中 ��� １１５７（８１番人気）
３連単票数 計１０２３３４６ 的中 ��� ４６７（３４８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１２．０―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．４―４６．４―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．６
３ ・（１２，１４）－（４，１３）（２，１０）（６，９）８（７，１５）－（３，５）－（１１，１６）－１ ４ ・（１２，１４）－（４，１３）（６，９，１０）（８，７）２（５，１５）３－（１１，１６）＝１

勝馬の
紹 介

ニシオドリーム �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１１．２１ 京都６着

２００８．４．５生 牡３黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円

第２回　京都競馬　第７日



０４０７５ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

６８ サウンドバスター 牡３鹿 ５６ 福永 祐一増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４７６－ ４１：５６．２ ４．９�

３３ インペリアルピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B５１０－ ４ 〃 クビ １．７�
４４ ドリームボンバー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４６４－ ４１：５６．６２� ４．３�
５５ サワノボンバー 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５１４－ ６１：５６．７クビ １９．４�
２２ マイネルブレス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 ４７０± ０１：５７．２３ １９．３�
８１１ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 �原 敏明 ４７４－ ６１：５７．８３� ４７２．７	
１１ 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 ４８４－ ２１：５７．９� １２０．８

７９ サンライズスター 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：５８．０クビ ８３．２�
６７ オーミリバティー 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５６± ０１：５８．１� ４４．３�
５６ コスモキズナ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか 中田 英樹 ４８０＋ ２１：５８．６３ ９０．９�
７１０ フライハイエスト 牡３鹿 ５６ 川島 信二関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４９６－１４１：５８．８１ ２８８．１�
８１２ 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 ４６６＋ ２１：５９．９７ １６．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，６９５，３００円 複勝： ４６，７０８，４００円 枠連： １０，９２０，９００円

普通馬連： ４０，２４０，６００円 馬単： ３６，７６５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８１３，２００円

３連複： ６３，９４０，９００円 ３連単： １３１，８３９，３００円 計： ３６６，９２４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－６） ３５０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２５０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ２８０円 ３ 連 単 ��� ２，２３０円

票 数

単勝票数 計 １７６９５３ 的中 � ２８６５６（３番人気）
複勝票数 計 ４６７０８４ 的中 � ４９１７０（３番人気）� ２９２９５６（１番人気）� ５３６０９（２番人気）
枠連票数 計 １０９２０９ 的中 （３－６） ２３５９６（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０２４０６ 的中 �� ９０９３９（２番人気）
馬単票数 計 ３６７６５９ 的中 �� ２９０３５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８１３２ 的中 �� ３１３１６（２番人気）�� １５４５３（３番人気）�� ３６１９２（１番人気）
３連複票数 計 ６３９４０９ 的中 ��� １７０６３１（１番人気）
３連単票数 計１３１８３９３ 的中 ��� ４３６３３（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１４．４―１３．７―１３．５―１３．０―１２．７―１２．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３９．２―５２．９―１：０６．４―１：１９．４―１：３２．１―１：４４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウンドバスター �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．８ 京都２着

２００８．３．２３生 牡３鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア ３戦１勝 賞金 ７，６００，０００円

０４０７６ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時２５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４� マリブスター 牡３栗 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC ５１８ ―１：５６．０ ３．１�

４７ ブラックアテナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：５６．４２� ２．４�
８１５� ロットトゥウィン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ノースヒルズ 宮本 博 米

The Robert B.
and Beverly J.
Lewis Trust

４９２ ―１：５６．５� ７．９�
２４ ソルビアンコ 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 優作 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ５１６ ―１：５６．７１	 ２３．９�
３６ ファンタズミック 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０２ ―１：５６．９１� ２３．１�
３５ ヤマイチサプライズ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６８ ―１：５７．２１� ４６．０	
１２ ルチルドラード 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６ ― 〃 クビ ７．８

２３ スパークスフライ 牡３栗 ５６ 石橋 守鎌田 博�氏 松永 昌博 新冠 石田牧場 ４６４ ―１：５７．８３� ８８．４�
１１ マルヴァジア 牝３栗 ５４ 柴原 央明�下河辺牧場 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４５２ ―１：５７．９クビ １６８．９
６１１ キンショーダッシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 青森 滝沢牧場 ４８２ ―１：５８．０� ５０．９�
７１３ キーメーカー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４８２ ― 〃 クビ ５５．６�
４８ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５１４ ―１：５８．３２ ３０．８�
５１０ マ イ ヨ オ ロ 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 須貝 尚介 新ひだか 服部 牧場 ４８６ ―１：５９．７９ ２４．１�

６１２ アイファータイガー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 ５００ ―１：５９．９１ ９７．５�
８１６ ケンオベリスク 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大中西 健造氏 松永 昌博 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４７４ ―２：００．２２ １５８．０�
５９ ウーマナイザー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三小田切 光氏 須貝 尚介 日高 浦新牧場 ５１０ ―２：０５．５大差 １１０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１２３，４００円 複勝： ２４，０２４，７００円 枠連： １３，６３５，１００円

普通馬連： ３８，８５２，７００円 馬単： ３１，８４０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７７５，９００円

３連複： ５８，０３４，５００円 ３連単： ９１，０４６，３００円 計： ２９４，３３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（４－７） ３３０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４１０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ３，７２０円

票 数

単勝票数 計 １８１２３４ 的中 � ４６３８１（２番人気）
複勝票数 計 ２４０２４７ 的中 � ５４７１０（２番人気）� ６０２２０（１番人気）� ２９１１４（３番人気）
枠連票数 計 １３６３５１ 的中 （４－７） ３０６００（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８８５２７ 的中 �� ７９１７２（１番人気）
馬単票数 計 ３１８４０４ 的中 �� ２７８６７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７７５９ 的中 �� ２９２１２（１番人気）�� １０１７９（３番人気）�� １１２１３（２番人気）
３連複票数 計 ５８０３４５ 的中 ��� ４７５０５（１番人気）
３連単票数 計 ９１０４６３ 的中 ��� １８１０２（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１３．５―１３．９―１４．５―１３．４―１２．７―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３７．２―５１．１―１：０５．６―１：１９．０―１：３１．７―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．０
１
３
５，１０（１，１４）１５（７，１２）（６，１３）（２，１１）４，８，１６，３＝９
５（１０，１４）１５（１，８）７（１２，１３）（６，２）４，３（１１，１６）＝９

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

勝馬の
紹 介

�マリブスター �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Real Quiet 初出走

２００８．１．２３生 牡３栗 母 Whirlwind Charlott 母母 Dontstealmyroses １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウーマナイザー号は，平成２３年３月１９日まで平地競走に出走できない。
※ケンオベリスク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０４０７７ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

１１ アストロロジー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８＋ ２１：３７．０ ２．８�

３６ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ３．５�
４８ ダイヤノゲンセキ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ５２０－ ６１：３７．４２� ２０．９�
３５ スマートリバティー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４２－ ２１：３７．５クビ ６．７�
８１５� アクアシャンデリア 牝３芦 ５４

５３ ☆松山 弘平山本 英俊氏 池添 兼雄 愛 H. Yamamoto ４４８＋ ２１：３８．１３� ２９．５�
５１０ ブラボースキー 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５１４－ ４ 〃 ハナ ５．２�
６１１ ワンダーエレメント 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ４８７．５	
８１６ テイエムヒナマツリ 牝３芦 ５４ 藤岡 康太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４１４－１４１：３８．４２ ３８４．２

１２ アグネスクローバー 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：３８．５クビ ２５．３�
２３ アスールアラテラ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２６± ０ 〃 アタマ ２４．２�
４７ レッドストラーダ 牡３鹿 ５６ 武 豊 東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４７４± ０１：３８．６� １６．４�
７１３ マイネルデフィ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ６１：３８．７� １４０．０�
５９ エリモフロンティア 牝３黒鹿５４ 四位 洋文山本 慎一氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント ４７２＋ ４１：３８．９１	 ５２．９�
７１４ スズカミニオン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ３８６－ ４１：３９．２１� １９１．３�
２４ アスターファイター 牡３鹿 ５６ 上野 翔加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 絵笛牧場 ４４２－１０１：３９．３� ５４０．５�
６１２ ウーシエンダー 牡３黒鹿５６ 田中 克典�樽さゆり氏 松永 昌博 新冠 ヒノデファーム ４５８－１４１：４０．３６ ５２１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０８３，２００円 複勝： ３７，４３９，９００円 枠連： １７，０１０，６００円

普通馬連： ５３，２６７，３００円 馬単： ３７，９０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４５４，１００円

３連複： ７８，１２５，５００円 ３連単： １２６，６３８，１００円 計： ３９７，９２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３３０円 枠 連（１－３） ２９０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ８２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 ��� ８，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２２０８３２ 的中 � ６３９３０（１番人気）
複勝票数 計 ３７４３９９ 的中 � ９４２９９（１番人気）� ８３８５０（２番人気）� ２０１２１（５番人気）
枠連票数 計 １７０１０６ 的中 （１－３） ４４５９４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３２６７３ 的中 �� ８６６１４（１番人気）
馬単票数 計 ３７９０４６ 的中 �� ３０３２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４５４１ 的中 �� ３３４４４（１番人気）�� ６８２３（９番人気）�� ７６６１（７番人気）
３連複票数 計 ７８１２５５ 的中 ��� ２２７０１（５番人気）
３連単票数 計１２６６３８１ 的中 ��� １１４８１（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．０―４８．５―１：００．６―１：１２．８―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アストロロジー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１１．１３ 京都３着

２００８．３．２７生 牡３黒鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 ケイエスアーチャン号・ゴールドルースター号・サツマガイア号・タガノエベンヌ号

０４０７８ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５分 （ダート・右）

牝，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

５８ 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 ４９４－ ４１：２３．９ １．２�

３４ カラフルデイズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２± ０１：２４．０� ６．８�

７１２ グ ラ ン ス 牝３鹿 ５４ 小牧 太吉田 千津氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：２５．２７ ３０．０�
３３ プントバンコ 牝３青鹿５４ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４３８－ ６１：２５．３クビ ６２．８�
６１０ キクノレジーナ 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４２６± ０１：２５．４� ７６．８�
５７ エリモミヤビ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４５２－ ４１：２５．５� ４１５．９�
８１４ ミヤジメーテル 牝３黒鹿５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４６４－ ６１：２５．７１� １８．７	
２２ フラワーロック 牝３鹿 ５４ 武 豊�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６４－ ４１：２６．０１� １８．０

４６ シゲルシュサ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４２６－ ６ 〃 クビ １９２．３�

８１３� コーリンハッピー 牝３芦 ５４
５１ ▲国分 優作伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 B４６２－１４１：２６．７４ ４２８．４�

６９ クィーンズバーン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２ 〃 ハナ ２５．３
１１ トップモデル 牝３鹿 ５４ 酒井 学間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４２０＋ ４１：２７．３３� ７６．８�
７１１ 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 ４３８－ ４１：２７．４� ５７．８�
４５ マックスシャルビー 牝３栗 ５４ 藤岡 康太田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４１６－ ４１：２７．６１� ６７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，８６４，６００円 複勝： ８５，５７３，８００円 枠連： １６，１９２，０００円

普通馬連： ５１，６７１，２００円 馬単： ５０，９９７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７０８，１００円

３連複： ７５，１７４，９００円 ３連単： １７６，７８１，７００円 計： ５１３，９６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ４１０円 枠 連（３－５） ２４０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４３０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ２，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２８８６４６ 的中 � １９４２９０（１番人気）
複勝票数 計 ８５５７３８ 的中 � ５８４２５５（１番人気）� １０８８６９（２番人気）� １５０９９（６番人気）
枠連票数 計 １６１９２０ 的中 （３－５） ５１３２１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１６７１２ 的中 �� １６０８５７（１番人気）
馬単票数 計 ５０９９７６ 的中 �� １３７５７１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７０８１ 的中 �� ７３４７３（１番人気）�� １３５３１（６番人気）�� ５６１２（１２番人気）
３連複票数 計 ７５１７４９ 的中 ��� ４０４８３（４番人気）
３連単票数 計１７６７８１７ 的中 ��� ５１０３５（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．６―１２．１―１２．６―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．３―４６．４―５９．０―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

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 ４戦２勝 賞金 １４，８００，０００円



０４０７９ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７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）

５００万円以下；負担重量は，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

４７ 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 ４９２＋ ４１：１１．５ ８．４�

３５ カツノセカンド 牡４鹿 ５７ 四位 洋文勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４８４－ ２１：１１．７１� ８．６�
１１ � ダニエルバローズ 牡５青鹿５７ 秋山真一郎猪熊 広次氏 野中 賢二 米 J. D. Squires ５００＋ ４ 〃 ハナ ２２．８�
２３ ナムラナイト 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ５１２＋２４１：１１．８クビ ８６．３�
７１３ ノボジュピター 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ２１：１２．０１ ４．２�
８１５ ランドタカラ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ １４．２	
８１６ ジ ョ ー モ カ 牡４栗 ５７ 藤岡 康太上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４４２± ０１：１２．１� ８．３

３６ 	 スプリングオスロ 牡４鹿 ５７ 酒井 学加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 ４９８－１１１：１２．４２ ９９．７�
７１４ サマーソング 牝４鹿 ５５ 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 ４６０－ ２１：１２．５クビ ６．５�
１２ 	 アキノワンツー 牝５芦 ５５ 和田 竜二穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４８４－１０１：１２．７１
 １３．６
２４ ショウナンダンク 牡５芦 ５７ 小牧 太�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ５００－ ６ 〃 クビ ５．３�
６１２ シルクデイブレイク 牡４鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４６６－１２１：１２．８� １０．４�
５１０ キ セ キ 牡４鹿 ５７ 田中 健浅見 國一氏 浅見 秀一 新ひだか マツケン農場 B４７０－ ４１：１２．９� ２５７．４�
６１１ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５３６± ０１：１３．１１
 ９３．２�
５９ 	 トップスマイル 牝４栗 ５５ 上村 洋行池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ３８２－１０１：１３．４２ ４０１．７�
４８ ティティチャーム 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥冨塚不二子氏 嶋田 潤 新ひだか 仲野牧場 ４９２－１３１：１３．６１
 ４６６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０００，７００円 複勝： ４２，７５０，５００円 枠連： ２４，９１６，７００円

普通馬連： ７０，３６０，１００円 馬単： ４４，１５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３４０，８００円

３連複： １０４，７１２，５００円 ３連単： １５０，８５０，３００円 計： ４９１，０８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ３１０円 � ３３０円 � ５７０円 枠 連（３－４） ４，１２０円

普通馬連 �� ３，５３０円 馬 単 �� ７，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ２，３３０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ２０，２３０円 ３ 連 単 ��� １０９，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２１０００７ 的中 � １９７１５（５番人気）
複勝票数 計 ４２７５０５ 的中 � ３８７０１（５番人気）� ３５５８０（６番人気）� １８２７８（１０番人気）
枠連票数 計 ２４９１６７ 的中 （３－４） ４４７２（１９番人気）
普通馬連票数 計 ７０３６０１ 的中 �� １４７５１（１６番人気）
馬単票数 計 ４４１５２３ 的中 �� ４５２７（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３４０８ 的中 �� ５９８２（２０番人気）�� ３３８１（４０番人気）�� ３９７９（３３番人気）
３連複票数 計１０４７１２５ 的中 ��� ３８２０（８９番人気）
３連単票数 計１５０８５０３ 的中 ��� １０２０（４７０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１２．０―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．６―４６．６―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノプリヴェ �
�
父 Hold That Tiger �

�
母父 Gone West デビュー ２００９．２．８ 京都２着

２００６．４．２３生 牝５栗 母 ギネビアケイ 母母 Tennis Lady ２２戦２勝 賞金 ３０，９８０，０００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） ６頭 ウインガルーダ号・カシノストライカー号・カシノハクリュウ号・キクノフェーデ号・ゴーゴーシュンスケ号・

ラブエーヤン号
（非抽選馬） １頭 タムロガッツ号

０４０８０ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第８競走 ��１，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

７９ ジーワンボーイ 牡４鹿 ５６ 藤岡 康太芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ４２：００．２ ５．５�

６７ � タガノシューマン 牡５青鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 猿橋 義昭 B４８０± ０ 〃 クビ １６．４�

３３ ピサノルビー 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４８６± ０２：００．３クビ １．７�
６６ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５６

５４ △高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５０８＋１０ 〃 アタマ ７．６�
１１ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３６－２６２：００．５１� ２４．３�
２２ � 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± ０２：００．６� ４５．８�
８１１ シルクマッドネス �４黒鹿５６ 和田 竜二有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４５６－ ４２：００．８１� ８．３	
４４ � スプリングバレル 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 B４９６－１２２：０１．１１	 ２４．０

７８ � アイファージャンボ 牡５青鹿５７ 川田 将雅中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５２８－ ２２：０１．４１	 ５９．９�
５５ レ オ ア ラ シ 牡４鹿 ５６ 浜中 俊田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 B４９０± ０ 〃 アタマ ２７．９�
８１０ エストレーラ 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �オリオンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム ５１０－ ２２：０１．６１� １２５．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，４３７，１００円 複勝： ３８，５６０，６００円 枠連： １６，２１８，４００円

普通馬連： ６１，９７８，２００円 馬単： ５０，４９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８７４，８００円

３連複： ８２，１６９，７００円 ３連単： １８６，７８８，０００円 計： ４８４，５２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � １１０円 枠 連（６－７） １，２５０円

普通馬連 �� ３，９５０円 馬 単 �� ６，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ２１０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ２５，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４３７１ 的中 � ３２２５８（２番人気）
複勝票数 計 ３８５６０６ 的中 � ５１５７０（２番人気）� １９０１３（５番人気）� １７１５１３（１番人気）
枠連票数 計 １６２１８４ 的中 （６－７） ９６１６（４番人気）
普通馬連票数 計 ６１９７８２ 的中 �� １１５９４（１１番人気）
馬単票数 計 ５０４９７２ 的中 �� ５３７１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８７４８ 的中 �� ４２７８（１５番人気）�� ３７９００（１番人気）�� １１２４６（６番人気）
３連複票数 計 ８２１６９７ 的中 ��� ２８５８１（４番人気）
３連単票数 計１８６７８８０ 的中 ��� ５４４５（７１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１１．６―１３．８―１２．７―１３．４―１２．３―１２．３―１２．５―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．７―３０．３―４４．１―５６．８―１：１０．２―１：２２．５―１：３４．８―１：４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．７
１
３
７－（６，８）９（３，５）（１，２）１０，４－１１
７，９（８，５，１０）６，３（２，４）１－１１

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジーワンボーイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．３．７ 阪神１５着

２００７．１．８生 牡４鹿 母 シルクラジアンス 母母 バウンドトゥダンス １３戦２勝 賞金 １９，６１０，０００円



０４０８１ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第９競走 ��
��１，６００�こ ぶ し 賞

発走１４時３０分 （芝・右）

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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

２２ アルティシムス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ２１：３５．１ １７．７�

８１４ カルドブレッサ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ２４．１�
５８ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－１２１：３５．２� ３．０�
３５ 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 ４７４－ ６１：３５．３クビ １８．５�
６１０ マイネルロガール 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ２１：３５．６１� ３５．０�
７１２ アドマイヤセプター 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ２．８	
２３ ハーバーコマンド 牡３青 ５６ 小牧 太谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：３５．７� ２２．９

５９ メイショウナルト 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５４－ ２１：３６．１２� ３．６�
４７ ノヴァグロリア 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７０＋１０１：３６．６３ ４６．０�
３４ トラストワン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ４８６＋ ２１：３６．７� ７１．８
８１５ バラードソング 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：３７．０２ １０４．９�
６１１� タ イ フ ー ン 牡３鹿 ５６ 北村 友一水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 カナイシスタッド ４４０＋ ８１：３７．１クビ ５７９．６�
４６ エンジョイタイム 牡３鹿 ５６ 国分 恭介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋１０ 〃 アタマ １７２．３�
１１ タガノルナリロ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太八木 秀之氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４４６－ ２１：３７．７３� ２２４．３�
７１３� オンデマンド 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 須崎牧場 ４３６－ ６１：３８．３３� ２６１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，２０２，８００円 複勝： ６３，８４３，１００円 枠連： ３２，５７９，４００円

普通馬連： １２４，９８９，６００円 馬単： ８１，８７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，３４９，６００円

３連複： １６８，６９４，７００円 ３連単： ３１６，８３６，３００円 計： ８８５，３７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ３５０円 � ４４０円 � １６０円 枠 連（２－８） ４，２７０円

普通馬連 �� １０，１８０円 馬 単 �� ２４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ９１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １０，０８０円 ３ 連 単 ��� １２４，４５０円

票 数

単勝票数 計 ４４２０２８ 的中 � １９７８８（４番人気）
複勝票数 計 ６３８４３１ 的中 � ４２４９２（４番人気）� ３１７１４（５番人気）� １４６５９３（２番人気）
枠連票数 計 ３２５７９４ 的中 （２－８） ５６４０（１２番人気）
普通馬連票数 計１２４９８９６ 的中 �� ９０６３（２４番人気）
馬単票数 計 ８１８７９３ 的中 �� ２４６４（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２３４９６ 的中 �� ４９６３（２３番人気）�� １４４６５（６番人気）�� １２６６９（９番人気）
３連複票数 計１６８６９４７ 的中 ��� １２３５２（２４番人気）
３連単票数 計３１６８３６３ 的中 ��� １８７９（２７３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１２．２―１１．７―１１．９―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．０―４７．２―５８．９―１：１０．８―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２
３ ・（３，６，１０，１２）１５，５（４，９）（２，８）（１４，１３）７，１－１１ ４ ３（６，１０，１２）（５，１５）２（４，９）８，１４，７，１３－（１，１１）

勝馬の
紹 介

アルティシムス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．１０．１０ 京都１着

２００８．３．２生 牡３鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ ４戦２勝 賞金 １９，６２９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。

０４０８２ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

お お つ

大 津 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１０ ディアビリーヴ 牡４青鹿５６ 和田 竜二寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４９４－ ２１：５２．０ ２７．７�

８１３� キングオブヘイロー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４８０－１０１：５２．２１� ３．６�
６９ ヒカリコーズウェー 	６鹿 ５７ 赤木高太郎當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２０－ ２１：５２．３クビ １１．３�
４５ ス エ ズ 	６鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１８＋ ４１：５２．４
 ６．２�
５６ アイアムイチバン 牡４芦 ５６ 福永 祐一堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８４± ０１：５２．６１
 ３４．７�
２２ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：５２．８１� ２２．５	
７１１ ドリームマジシャン 牡４青鹿５６ 国分 恭介セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ ６．４

５７ 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 ５０２＋ ２１：５２．９� ３２．７�
６８ コウユーヒーロー 牡４青 ５６ 浜中 俊加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５１０－ ２１：５３．５３
 ５４．９�
３３ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６８＋ ４１：５３．６クビ ４１．２
１１ ホローポイント 牡４芦 ５６ 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２６－ ４１：５３．８１
 ２．６�
８１２ リバイバルシチー 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５１６－ ６１：５４．２２
 ２２２．５�
４４ 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 ４６０＋ ６ 〃 アタマ ２３５．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３７，９１５，５００円 複勝： ６３，４３９，３００円 枠連： ２７，１８２，４００円

普通馬連： １３３，２２４，２００円 馬単： ７５，９１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，８０４，２００円

３連複： １５６，５７７，４００円 ３連単： ２８４，８４６，３００円 計： ８２３，９００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７７０円 複 勝 � ９３０円 � １９０円 � ３００円 枠 連（７－８） １，０９０円

普通馬連 �� ９，０４０円 馬 単 �� ２１，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９４０円 �� ３，９９０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ２０，３５０円 ３ 連 単 ��� １９７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３７９１５５ 的中 � １０８２０（７番人気）
複勝票数 計 ６３４３９３ 的中 � １４３５５（１０番人気）� １１０８６４（３番人気）� ５４６７３（５番人気）
枠連票数 計 ２７１８２４ 的中 （７－８） １８４２６（４番人気）
普通馬連票数 計１３３２２４２ 的中 �� １０８８６（３０番人気）
馬単票数 計 ７５９１１０ 的中 �� ２５５１（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４８０４２ 的中 �� ３６８０（３７番人気）�� ２６９０（４３番人気）�� １３８９７（９番人気）
３連複票数 計１５６５７７４ 的中 ��� ５６８０（６６番人気）
３連単票数 計２８４８４６３ 的中 ��� １０６４（４８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３７．４―４９．８―１：０２．１―１：１４．４―１：２６．６―１：３９．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアビリーヴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．１４ 東京２着

２００７．５．３０生 牡４青鹿 母 タイムスリップ 母母 クリスシルバー １３戦２勝 賞金 ３３，７８７，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



０４０８３ ２月１９日 晴 稍重 （２３京都２）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�

やましろ

山城ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２２ カレンチャン 牝４芦 ５５ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：０９．２ １．９�

５８ ドリームバレンチノ 牡４青 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７６± ０１：０９．６２� ６．５�
７１２ タイガーストーン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０６－ ２１：０９．８１� ３６．６�
５９ 	 メイショウカーター 牡８鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８２＋１０１：０９．９
 ５３．２�
８１５ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５５ 赤木高太郎昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９６＋ ２１：１０．０� ２５．９�
６１１ ローズカットダイヤ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ７．６�
３５ マルカベスト 牡６栗 ５７ 福永 祐一河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４７８＋ ８１：１０．２１� ２４．９	
３４ ジョウショーアロー 牡６鹿 ５７ 高倉 稜熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 B４９４－ ２１：１０．３クビ ３６１．６

４７ � リッターヴォルト 牡７鹿 ５７ 上村 洋行石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou

Farm ５００＋１２ 〃 同着 ３８．６�
６１０ アキノパンチ 牡７鹿 ５７ 芹沢 純一穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ４９４－ ８１：１０．４
 ２４８．１�
８１４	 レジェトウショウ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０－１０１：１０．５� ８．８
４６ � アスターエンペラー 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１４± ０ 〃 ハナ ７．６�
７１３ ビーチアイドル 牝６鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：１１．４５ ５０．０�
２３ � ロックオブサリサ 牝６鹿 ５５ 小牧 太大川 博靖氏 森 秀行 愛 T. Saito ４４８＋ ８１：１１．５� ７９．５�
１１ パッションローズ 牝６栗 ５５ 国分 優作�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５２８＋ ４１：１２．１３� ２２７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，７０１，８００円 複勝： ７５，３５５，８００円 枠連： ５０，９６７，７００円

普通馬連： ２１７，２５３，７００円 馬単： １３４，００７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，８１８，４００円

３連複： ２８９，０７７，５００円 ３連単： ５７１，３２４，２００円 計： １，４５７，５０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ５９０円 枠 連（２－５） ６２０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，２１０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ５，４９０円 ３ 連 単 ��� １７，９３０円

票 数

単勝票数 計 ５０７０１８ 的中 � ２１５８４１（１番人気）
複勝票数 計 ７５３５５８ 的中 � ２２５１３５（１番人気）� １１２０２４（２番人気）� ２１５６１（８番人気）
枠連票数 計 ５０９６７７ 的中 （２－５） ６０８９１（４番人気）
普通馬連票数 計２１７２５３７ 的中 �� ２４３２６９（２番人気）
馬単票数 計１３４００７３ 的中 �� １０５１２７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８８１８４ 的中 �� ６３７７７（１番人気）�� １３１５５（１４番人気）�� ６６０３（３０番人気）
３連複票数 計２８９０７７５ 的中 ��� ３８８８３（１９番人気）
３連単票数 計５７１３２４２ 的中 ��� ２３５２０（４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１１．４―１１．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４５．７―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンチャン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２６ 阪神２着

２００７．３．３１生 牝４芦 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ ８戦４勝 賞金 ６３，４５５，０００円
〔制裁〕 マルカベスト号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１３番への進路影

響）

０４０８４ ２月１９日 晴 稍重 （２３京都２）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６１１ クレバーサンデー 牡４鹿 ５７
５５ △高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４７２－ ２１：２３．７ ５．１�

１１ メルシーヨーク 牝６鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４４０－ ２ 〃 アタマ １６．０�

４８ � サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７
５４ ▲国分 優作奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３０± ０ 〃 クビ ９０．０�

７１４ ウェザーサイド 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６１：２３．８� ２２．２�
５１０	 フレッドバローズ 
５鹿 ５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５２０＋ ２ 〃 アタマ ２．８�
３５ ジョーメテオ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５１０－ ４１：２３．９クビ ５．５�
２４ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ８．４	
８１５ チェアユーアップ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４５０－ ８１：２４．２１� １１２．７

６１２ マ ヤ ノ マ ヤ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７６－１４ 〃 クビ ２１．１�
４７ クレバークリス 牝５芦 ５５

５４ ☆国分 恭介田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９０－ ６１：２４．４１ ７８．６�
１２ クリールトルネード 牡６鹿 ５７ 福永 祐一横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １２．９
５９ マイネルクラッチ 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５０８＋１４１：２４．５� ３９．４�
２３ ファミリズム 牝５青鹿５５ 小牧 太國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：２４．６� ２０．２�
７１３� ミサトバレー 牝６栗 ５５ 藤岡 康太戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ ７３．２�
３６ モ モ フ ク 牝６栗 ５５ 芹沢 純一大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７０－１４１：２４．７� １４３．６�
８１６� サクラバレット 牡６青 ５７ 浜中 俊�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４８２－１２１：２４．８クビ ２５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，７９５，１００円 複勝： ５５，７９８，０００円 枠連： ３５，５５０，８００円

普通馬連： １２２，４４０，７００円 馬単： ７１，５４７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，１８２，１００円

３連複： １７７，８３２，５００円 ３連単： ３１７，８０９，７００円 計： ８５９，９５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２４０円 � ４６０円 � ２，０６０円 枠 連（１－６） １，６４０円

普通馬連 �� ３，７９０円 馬 単 �� ６，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ８，３８０円 �� １２，８５０円

３ 連 複 ��� １０９，２８０円 ３ 連 単 ��� ５５９，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３０７９５１ 的中 � ４８２４５（２番人気）
複勝票数 計 ５５７９８０ 的中 � ７３９８２（２番人気）� ３１４９８（６番人気）� ６００２（１４番人気）
枠連票数 計 ３５５５０８ 的中 （１－６） １６０３５（１０番人気）
普通馬連票数 計１２２４４０７ 的中 �� ２３８８９（１４番人気）
馬単票数 計 ７１５４７２ 的中 �� ７８３４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８１８２１ 的中 �� ８７８６（１５番人気）�� １３９５（６７番人気）�� ９０７（８３番人気）
３連複票数 計１７７８３２５ 的中 ��� １２０１（２１３番人気）
３連単票数 計３１７８０９７ 的中 ��� ４１９（１１０２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．２―１１．９―１１．７―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３６．２―４８．１―５９．８―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバーサンデー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．８ 札幌８着

２００７．３．９生 牡４鹿 母 カガミサンデー 母母 カ ガ ミ ジ シ １５戦３勝 賞金 ４３，０３９，０００円



（２３京都２）第７日 ２月１９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７２頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９２，６９０，０００円
１３，０００，０００円
１，３８０，０００円
１８，２１０，０００円
５９，８５０，０００円
４，４７２，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
３２１，７２２，４００円
５８７，７６８，５００円
２６６，３６１，０００円
９８８，８９３，８００円
６７４，６２７，５００円
４０３，５９９，７００円
１，３７６，７４６，６００円
２，５６２，８９１，１００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 ７，１８２，６１０，６００円

総入場人員 １８，０４１名 （有料入場人員 １６，７２７名）


