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０４０８５ ２月２０日 晴 稍重 （２３京都２）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５９ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２－ ４１：１３．５ ３．５�

３５ スイートレーヌ 牝３鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４３４－ ４１：１３．９２� １４．９�

１１ ミラクルベリー 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４３０－ ６１：１４．０� ２．５�
７１３ ペプチドサファイア 牝３黒鹿５４ 小牧 太沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６２－ ４１：１４．２１ ３．８�
１２ ビコーディアナ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４１６－１２１：１４．６２� ８２．８�
３６ キャリーウェーブ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文吉田 和子氏 荒川 義之 新ひだか 片山牧場 ４４４－ ２１：１４．８１� ２７．２�
４８ コスモオルバース 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４３０－ ８ 〃 クビ １０６．３	
６１１ フランボワイヤン 牝３栗 ５４ 浜中 俊 
グリーンファーム 松田 国英 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：１５．４３� １４．１�
８１６ ショウナンサージュ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 ４５２± ０１：１５．５クビ ２５．４�
８１５ エーシンディーバ 牝３芦 ５４ 太宰 啓介
栄進堂 沖 芳夫 浦河 室田 千秋 ４８６＋ ７１：１５．７１� １６２．８
４７ ニホンピロルナ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４０８± ０ 〃 アタマ ３７４．６�
７１４ キ ク ノ ル ナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉菊池 五郎氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３０－ ４１：１６．０１� ２９９．３�
２３ マスターゾロアーク 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜�坂東牧場 領家 政蔵 日高 オリオンファーム ４７８＋ ２１：１６．１クビ ４４．４�
２４ ヤングラッシュ 牝３黒鹿５４ 中村 将之梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ４７５．０�
５１０ タイセイブーケ 牝３芦 ５４ 酒井 学田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 前川 正美 ４４４－ ４ 〃 ハナ ３９．２�
６１２ テイエムエメラルド 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 浜本牧場 ４２４± ０１：１６．４１� ３０９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，１６５，０００円 複勝： ２５，４８１，６００円 枠連： １０，５５３，９００円

普通馬連： ４１，６７５，２００円 馬単： ３０，２０９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６０３，８００円

３連複： ６７，７７３，３００円 ３連単： １０４，６７６，０００円 計： ３１５，１３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １２０円 枠 連（３－５） １，０８０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ２１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� １１，５００円

票 数

単勝票数 計 １４１６５０ 的中 � ３２４６６（２番人気）
複勝票数 計 ２５４８１６ 的中 � ５６９４７（２番人気）� １６５５５（４番人気）� ６９６９８（１番人気）
枠連票数 計 １０５５３９ 的中 （３－５） ７２６２（５番人気）
普通馬連票数 計 ４１６７５２ 的中 �� １４６２４（６番人気）
馬単票数 計 ３０２０９４ 的中 �� ６６４５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６０３８ 的中 �� ８１３２（４番人気）�� ３００５６（１番人気）�� ６８６０（６番人気）
３連複票数 計 ６７７７３３ 的中 ��� ２８１２７（３番人気）
３連単票数 計１０４６７６０ 的中 ��� ６７２０（２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．７―１２．５―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．５―４８．０―１：００．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．０
３ ５（１１，１３）（１４，１５）（９，１０）（３，４，２）８（１，１６）（６，１２）－７ ４ ・（５，１１，１３）（１４，１５）９（１０，２）（３，４，８）１，６，１６，１２－７

勝馬の
紹 介

レディオブパーシャ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Green Desert デビュー ２０１０．１０．１０ 京都３着

２００８．４．５生 牝３栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius ４戦１勝 賞金 ９，３００，０００円

０４０８６ ２月２０日 晴 稍重 （２３京都２）第８日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

８１３ ドラゴンウィンズ 牡３芦 ５６
５３ ▲川須 栄彦窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７６＋ ２１：５５．８ １９．２�

６９ シンワカントリー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム ４９４＋ ２１：５５．９� ３４．１�
３４ マイネルマルゴー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４７８－１２１：５６．１１ ８．７�
４５ ギンザスクランブル 牡３鹿 ５６ 北村 友一有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 B４６２－ ２１：５６．４２ ８．５�
７１１ ユキノミラクル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４８６± ０１：５６．６１� ４．５�
２２ マイネルヴィゴーレ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 浦河 大柳ファーム B５１０－ ４１：５７．０２� １６．５�
１１ マイネルフィロス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 木下牧場 ５２２＋ ６ 〃 クビ ４５．５	
４６ カシノエイカン 牡３黒鹿５６ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７０＋ ２１：５７．３１� ２９１．１

６１０ エミリアビスティー 牝３青鹿５４ 浜中 俊備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ４ 〃 ハナ ７．５�
５８ マッテマシタ 牡３栗 ５６ 和田 竜二丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４７４－ ４１：５７．７２� ６３．７�
３３ キクノスフィーダ 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎菊池 五郎氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 ４９０－１６１：５７．８クビ ２．５
５７ クレバーウエスタン 牡３芦 ５６

５４ △高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７０＋ ２１：５９．０７ １３０．７�
７１２ ハギノクレバー 牡３芦 ５６ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 B４５０－ ８１：５９．３２ ８０．２�
８１４ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４４８＋ ２１：５９．４クビ １４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，０３１，５００円 複勝： ２４，０１６，４００円 枠連： １３，１９９，７００円

普通馬連： ３９，８２０，６００円 馬単： ２９，５３０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５２２，７００円

３連複： ６０，５８０，５００円 ３連単： ８９，０３４，４００円 計： ２９１，７３５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ５００円 � ６４０円 � ２８０円 枠 連（６－８） １，８９０円

普通馬連 �� ２２，９６０円 馬 単 �� ４２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０２０円 �� ２，２６０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ５９，９４０円 ３ 連 単 ��� ５４３，０４０円

票 数

単勝票数 計 １６０３１５ 的中 � ６５９２（８番人気）
複勝票数 計 ２４０１６４ 的中 � １２１１６（８番人気）� ９２３９（９番人気）� ２５６６２（４番人気）
枠連票数 計 １３１９９７ 的中 （６－８） ５１８０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３９８２０６ 的中 �� １２８０（５２番人気）
馬単票数 計 ２９５３０１ 的中 �� ５１３（９４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５２２７ 的中 �� １１８７（４３番人気）�� ２１４１（２６番人気）�� １８９１（２９番人気）
３連複票数 計 ６０５８０５ 的中 ��� ７４６（１３７番人気）
３連単票数 計 ８９０３４４ 的中 ��� １２１（９７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．７―５０．３―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．６―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F４０．０
１
３

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

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

ドラゴンウィンズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１．８ 京都８着

２００８．３．１１生 牡３芦 母 スクエアアウェイ 母母 スケアヘッドライン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ダイヤモンドアロー号の騎手佐藤哲三は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番・７番への進

路影響）
ダイヤモンドアロー号の騎手佐藤哲三は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）

※ドラゴンウィンズ号は，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８日



０４０８７ ２月２０日 晴 稍重 （２３京都２）第８日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

３５ ウィキマジック 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲国分 優作宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 ５０２－ ２１：２５．１ １．３�

２４ 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± ０１：２５．８４ ９．１�
１１ タマモダリア 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４１８－ ８１：２５．９� ４４．７�
１２ コスモワッチミー 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 ４９４－１２１：２６．３２� ４２．９�
８１６ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 宮内牧場 ４９６－ ２１：２６．５１� ５．６�
６１１ マルブツクラウン 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４６６± ０１：２７．０３ ３２．３	
７１３ アルドワーズ 牡３芦 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ６１：２７．１� ２４．９

２３ コスモアイボリー 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 荒谷 英俊 B４５２－１２１：２７．５２� ４８．８�
７１４ エメラルブライト 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜高橋 勉氏 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８－ ４１：２７．７１� １７６．２�

４７ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４６６－ ２１：２８．１２� ４１９．２
４８ マッコウクジラ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５６２± ０１：２８．２� ２４０．０�
６１２ コ ー ド ロ ン 牡３鹿 ５６ 小牧 太池住 安信氏 牧浦 充徳 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４６－ ６１：２８．３クビ ９３．７�
８１５ エリモトレジャー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋山本 慎一氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ５００－１０ 〃 クビ ３５５．０�
５９ 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 ５０６＋ ４１：２８．４クビ １８４．９�
５１０ ウィズイングレース 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４６２＋ ２１：２８．６１� ３９５．１�
３６ バシマイシン 牝３鹿 ５４ 川島 信二石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４２０－ ４１：３１．１大差 ４１２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４１７，４００円 複勝： ７９，５４４，１００円 枠連： １５，０４８，７００円

普通馬連： ４７，３５８，２００円 馬単： ５０，１９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６１５，５００円

３連複： ７５，５１４，７００円 ３連単： １６１，２４２，７００円 計： ４７７，９３３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � ６２０円 枠 連（２－３） ３３０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ６５０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� ４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２４４１７４ 的中 � １５５０１１（１番人気）
複勝票数 計 ７９５４４１ 的中 � ５８５９６４（１番人気）� ６１２９４（２番人気）� ８８５４（８番人気）
枠連票数 計 １５０４８７ 的中 （２－３） ３３７６５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４７３５８２ 的中 �� １００３９７（２番人気）
馬単票数 計 ５０１９１８ 的中 �� ８４７２２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６１５５ 的中 �� ４０５０２（２番人気）�� ８３１２（７番人気）�� ３４５２（１８番人気）
３連複票数 計 ７５５１４７ 的中 ��� ２２０５５（９番人気）
３連単票数 計１６１２４２７ 的中 ��� ２４６５２（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．１―４７．４―５９．７―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィキマジック �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１．１５ 京都３着

２００８．４．３生 牡３黒鹿 母 シンデレラロード 母母 ヤ ア テ ィ ズ ３戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バシマイシン号は，平成２３年３月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハナサクテーラー号

０４０８８ ２月２０日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２３京都２）第８日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０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 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 B５００± ０３：１７．７ ３．９�

５８ 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± ０ 〃 クビ ３．６�
１１ タニノディキディキ 牡８鹿 ６０ 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４９０＋ ２３：１７．８� ２．６�
３３ テイエムブユウデン 牡４鹿 ５９ 佐久間寛志竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４５６＋１０３：１８．１１� ７４．０�
６１０ シ ャ ロ ー ム 牡６栗 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５４＋１４３：１８．５２� ３２．０�
２２ ラ ド 牡４黒鹿５９ 五十嵐雄祐佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４７２± ０３：１８．７１� ４２．１�
７１１ マリエンベルク 牡６栗 ６０ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ５０４＋１２３：１８．８クビ １２．７	
８１３ 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± ０３：１９．３３ １１．３

６９ ツルマルビビッド 牡７鹿 ６０ 南井 大志鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４９４± ０３：１９．７２� ２７．５�
７１２� アイティーバトル 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４７８－ ６３：２０．１２� ４８．７�
５７ トウケイウッドマン 牡４青 ５９ 今村 康成木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 ４６０＋ ４３：２１．４８ ９０．８
４６ � ミウラジェット 牡７黒鹿６０ 宗像 徹佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４７６＋１６３：２１．５� ２１８．７�
３４ � トーセンインプレス 牡６黒鹿６０ 横山 義行島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B５０８－ ４３：２３．６大差 ５３．８�
８１４� ダイゴゴダイ 牡４鹿 ５９ 黒岩 悠長谷川光司氏 吉岡 八郎 新ひだか 見上牧場 ５０４＋２４３：３３．７大差 １５５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７０８，６００円 複勝： ２０，６４８，２００円 枠連： １２，５８９，５００円

普通馬連： ３５，８０７，４００円 馬単： ３１，５００，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１４８，７００円

３連複： ６３，００３，１００円 ３連単： １０９，６７２，４００円 計： ３０４，０７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（４－５） ６７０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� ２，９３０円

票 数

単勝票数 計 １３７０８６ 的中 � ２８４１３（３番人気）
複勝票数 計 ２０６４８２ 的中 � ４３４９８（３番人気）� ４８８２９（１番人気）� ４５８９３（２番人気）
枠連票数 計 １２５８９５ 的中 （４－５） １４０５２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３５８０７４ 的中 �� ４０５０６（３番人気）
馬単票数 計 ３１５０００ 的中 �� １９８９９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１４８７ 的中 �� １７６５５（２番人気）�� １９０９２（１番人気）�� １５５３１（３番人気）
３連複票数 計 ６３００３１ 的中 ��� ９０７９３（１番人気）
３連単票数 計１０９６７２４ 的中 ��� ２７６４３（４番人気）

上り １マイル １：４７．５ ４F ５２．９－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールシチー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．１０．２１ 東京５着

２００４．３．１２生 牡７栗 母 アズマエデン 母母 アズマリーフ 障害：５戦１勝 賞金 １４，５００，０００円
〔その他〕 シャローム号は，各障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヨイチラブソング号
（非抽選馬） ２頭 アラタマポケット号・エルアルト号



０４０８９ ２月２０日 晴 稍重 （２３京都２）第８日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１２ アストリンジャー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４９０－ ４２：０４．４ ３．６�

５９ ルイーザシアター 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０－ ４２：０４．６１� ６．８�
８１６ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４２６－ ８２：０５．０２� ４８．６�
２３ イ グ ア ス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４± ０２：０５．２１� １３．７�
７１３ ジェントルマン 牡３黒鹿５６ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ４．７�
５１０ ロードランパート 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �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 ４７４－ ２２：０５．４１� ３．３	
８１５ レオパルドゥス 牡３栗 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２２：０５．９３ ４９．１

３５ コスモブルーローズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０ 〃 クビ ４４．３�
６１１ ビヨンドザリーフ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４５６－ ６ 〃 アタマ １０．４�

６１２ コスモバラマン 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 守矢牧場 B４８４＋１０２：０６．０クビ ４０２．６
３６ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４８６－ ４２：０６．１� ４６．４�
１１ サンライズドバイ 牡３芦 ５６ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８－１６２：０６．２� １１２．５�
７１４ マイネロサリラ 牝３青 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ７０．７�
４８ ニシノカスケード 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４６８－１０２：０６．８３� ２５３．６�
４７ マイネルコルテーゼ 牡３芦 ５６ 小牧 太 �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 ４９０－ ６２：０８．６大差 ２９．８�
２４ デ ィ ル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 坂本 春雄 ４３２－ ８２：０８．７クビ ４１７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２００，１００円 複勝： ３８，５６７，８００円 枠連： １７，９０１，４００円

普通馬連： ５７，７５８，７００円 馬単： ４０，５３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６６５，２００円

３連複： ９１，１７７，０００円 ３連単： １３５，１８０，５００円 計： ４３０，９８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � １，１６０円 枠 連（１－５） ４３０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ２，８７０円 �� ４，１４０円

３ 連 複 ��� １９，０７０円 ３ 連 単 ��� ７０，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２１２００１ 的中 � ４７０３５（２番人気）
複勝票数 計 ３８５６７８ 的中 � ７５９２９（２番人気）� ４６８９４（４番人気）� ６４３２（１１番人気）
枠連票数 計 １７９０１４ 的中 （１－５） ３０９６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７７５８７ 的中 �� ３７２９７（４番人気）
馬単票数 計 ４０５３３８ 的中 �� １４３８３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６６５２ 的中 �� １４３０６（４番人気）�� ２３６６（３０番人気）�� １６２６（４１番人気）
３連複票数 計 ９１１７７０ 的中 ��� ３５２９（５９番人気）
３連単票数 計１３５１８０５ 的中 ��� １４２３（１８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３７．１―５０．４―１：０３．６―１：１７．２―１：２９．６―１：４１．３―１：５２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．８
１
３
４（２，１６）（３，６，９）１２（５，１３）１５（８，１０）（１，１１）－１４，７・（４，１６）９（２，１２）（６，１３）（３，１５）５（１０，１１）８（１，７）１４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アストリンジャー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１１．２８ 京都３着

２００８．４．２生 牡３黒鹿 母 スウィーピングズ 母母 Broom Dance ５戦１勝 賞金 ８，６００，０００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 ディープロミオ号・デットシーピサ号・ハッピーティア号・メイショウマキビ号

０４０９０ ２月２０日 晴 稍重 （２３京都２）第８日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

８１５ ブライトバニヤン 牡３青鹿５６ 浜中 俊津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４５６ ―１：３７．２ ８．９�

５９ ディープフィールド 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：３７．８３� ２．６�
８１６ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 優作土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４２８ ―１：３８．０１� ４３．４�
３５ タ イ ア ッ プ 牡３栗 ５６ 四位 洋文キャピタルクラブ 坂口 正則 日高 浜本 幸雄 ４２２ ―１：３８．２１� １８．５�
７１４ ローズアダージョ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４４８ ―１：３８．３クビ ６．５�
４８ サクラプロミネンス 牝３栗 ５４ 和田 竜二�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 山田牧場 ４５８ ―１：３８．５１� ６６．８�
３６ マコトオルテンシア 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦尾田左知子氏 中村 均 日高 白井牧場 ３９２ ―１：３８．７１� ７７．２	
２４ アドマイヤジャコモ 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４９２ ― 〃 ハナ ４．２

１１ メイショウクロシオ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４６８ ―１：３９．０１� ４５．９�
２３ ニホンピロナナコ 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 浦河 ミルファーム ４３０ ―１：３９．２１ ２２．８�
６１２ ナムラエイブル 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４６４ ―１：３９．３� １１４．２
６１１ パ イ シ ー ズ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７２ ― 〃 クビ ４６．２�
４７ クレバーステージ 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ９．０�
１２ キャヴァンクラブ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３４ ―１：３９．４クビ １８６．０�
５１０ アレンスキー 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文高浦 正雄氏 吉田 直弘 日高 中前牧場 ４５６ ―１：４０．９９ ２９．７�
７１３ レモンレモン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三平本 敏夫氏 加藤 敬二 日高 マリオステー

ブル ４４６ ―１：４４．１大差 ６９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６１３，５００円 複勝： ２５，７５９，７００円 枠連： １５，２３４，０００円

普通馬連： ４８，２６０，０００円 馬単： ３５，３５０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２６７，０００円

３連複： ６８，６９９，１００円 ３連単： １０７，７３４，８００円 計： ３４２，９１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２９０円 � １５０円 � ７７０円 枠 連（５－８） ９８０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４，１８０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １８，４６０円 ３ 連 単 ��� １０８，７７０円

票 数

単勝票数 計 １９６１３５ 的中 � １７４４７（４番人気）
複勝票数 計 ２５７５９７ 的中 � ２１４２４（５番人気）� ６０５３５（１番人気）� ６５９４（１０番人気）
枠連票数 計 １５２３４０ 的中 （５－８） １１５３１（４番人気）
普通馬連票数 計 ４８２６００ 的中 �� ２０８３７（７番人気）
馬単票数 計 ３５３５０４ 的中 �� ６５９３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２６７０ 的中 �� ９１３７（６番人気）�� １２５５（４４番人気）�� ３１８５（１７番人気）
３連複票数 計 ６８６９９１ 的中 ��� ２７４７（６２番人気）
３連単票数 計１０７７３４８ 的中 ��� ７３１（３０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．４―４９．２―１：０１．４―１：１３．１―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
３ ・（１，３，５）（７，１５）１１（６，４）（２，１６）８－（９，１２）（１４，１０）－１３ ４ ・（１，３，５）１５，７（１１，４，１６）（６，８）２－（１４，９）１２＝１０－１３

勝馬の
紹 介

ブライトバニヤン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００８．４．２０生 牡３青鹿 母 エキセントリック 母母 キンコーハロー １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レモンレモン号は，平成２３年３月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ケンオベリスク号・シシリアンブリーズ号・スズカルビコン号・ハブルバブル号・プリンセスオウカ号・

マリーリコ号・ルースデラルナ号



０４０９１ ２月２０日 曇 稍重 （２３京都２）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１２ ナムラダイキチ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 ４９８＋ ６１：５３．９ １１．２�

７１１ 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 ４７０－ ４１：５４．１１� １５．４�
４５ コスモリゾルヴ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２－ ６１：５４．６３ ４．３�
６８ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９２＋ ６１：５５．０２� ２．７�
５７ ダートムーア 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ５．７�
７１０ キングオブフェイス 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０６＋ ４ 〃 アタマ ４６．０�
１１ サ ン グ ッ プ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三加藤 信之氏 佐々木晶三 日高 加藤ステーブル ４８８－１０１：５５．４２� ６９．３	
２２ � ロージーライト 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６６＋ ２１：５５．５クビ ２２０．４

５６ マイネルソラーナ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４２± ０１：５５．６	 ９３．３�
３３ アイルトンバローズ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 平取 坂東牧場 ４９２＋ ６１：５６．０２� ７．３
８１３ ペガサスフラッシュ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４３２＋ ４１：５６．７４ １１．８�
６９ 
 リアライズペガサス 牡３鹿 ５６ 北村 友一�リアライズ 森 秀行 米 Barnett

Enterprises B４４８＋ ４１：５６．９１� １７１．０�
４４ ハギノダルタニアン 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B５２２± ０１：５７．４３ ２５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，７２８，４００円 複勝： ４１，３２３，１００円 枠連： １８，２８８，３００円

普通馬連： ７２，３９３，２００円 馬単： ４８，５２５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２１７，８００円

３連複： ９６，２１６，４００円 ３連単： １６３，４０９，３００円 計： ５００，１０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２５０円 � ４００円 � １７０円 枠 連（７－８） ２，１７０円

普通馬連 �� ６，３９０円 馬 単 �� １０，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ６１０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ７，３５０円 ３ 連 単 ��� ６１，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２６７２８４ 的中 � １８８１２（５番人気）
複勝票数 計 ４１３２３１ 的中 � ４２９４２（５番人気）� ２２７１７（６番人気）� ７９３９２（２番人気）
枠連票数 計 １８２８８３ 的中 （７－８） ６２４６（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７２３９３２ 的中 �� ８３６３（２３番人気）
馬単票数 計 ４８５２５７ 的中 �� ３３０４（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２１７８ 的中 �� ４５１２（２３番人気）�� １４１９５（６番人気）�� ６５２４（１６番人気）
３連複票数 計 ９６２１６４ 的中 ��� ９６６３（２９番人気）
３連単票数 計１６３４０９３ 的中 ��� １９５６（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３７．２―５０．７―１：０４．１―１：１６．４―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．５
１
３

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

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

ナムラダイキチ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２０１０．１２．５ 阪神６着

２００８．５．５生 牡３鹿 母 ナムラビャクレン 母母 カンブリアンヒルズ ５戦２勝 賞金 １５，２００，０００円
〔発走状況〕 テイエムドンマイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 テイエムドンマイ号は，発走調教再審査。

０４０９２ ２月２０日 曇 稍重 （２３京都２）第８日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０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 タマモビート 牡５鹿 ５７ 酒井 学タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４８４± ０１：５３．２ １５．９�

２２ オールザワールド 牡４黒鹿５６ 田中 健前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ４ 〃 アタマ ２６．６�
４５ ナムラブレット 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４６２＋ ４１：５３．３� ２．２�
６９ � マックスコヒヌール 牡５栗 ５７ 小牧 太田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４５８－ ６１：５３．４	 １１．１�
４６ � ボリュームゾーン 牡４鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９６－ ４１：５３．５	 ３．３�
７１２ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７ 北村 友一鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４９０－ ２１：５３．７１	 １２．０�
１１ 
 フィールドウイナー 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５２８－ ２１：５３．９１� ６９．１	
３３ � テイケイワイズ 牡４栗 ５６ 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４８０－ ４１：５４．０クビ ８３．３

８１４ ジュヌドラゴン 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：５４．１	 ３５．３�
７１１ ヴィーヴァレジーナ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３２＋ ２１：５４．３１� １４．４�
５７ ジャングルストーン 牡５栗 ５７

５５ △高倉 稜 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 ４６６－ ２１：５５．６８ １０．８�

３４ � フジマサボーイ 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 門別 豊田田村牧場 B４８４＋ ２１：５６．３４ ３４３．８�
８１３ 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 ４５４－ ４１：５６．９３	 ３４３．８�
６１０ メイショウグラード 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 B４９２－ ６２：０３．４大差 １２３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，５５４，１００円 複勝： ３８，９６８，５００円 枠連： ２３，９４３，２００円

普通馬連： ７１，６７１，０００円 馬単： ４９，７１８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８００，９００円

３連複： １０３，２７７，０００円 ３連単： １８１，３３４，１００円 計： ５２２，２６７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ３５０円 � ５１０円 � １４０円 枠 連（２－５） ６，９５０円

普通馬連 �� １７，０１０円 馬 単 �� ３７，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９３０円 �� ７００円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １３，６００円 ３ 連 単 ��� １４３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２２５５４１ 的中 � １１２２５（７番人気）
複勝票数 計 ３８９６８５ 的中 � ２３８２９（７番人気）� １５０７７（８番人気）� １１３０８８（１番人気）
枠連票数 計 ２３９４３２ 的中 （２－５） ２５４６（１６番人気）
普通馬連票数 計 ７１６７１０ 的中 �� ３１１１（３５番人気）
馬単票数 計 ４９７１８３ 的中 �� ９８６（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８００９ 的中 �� １８３４（３７番人気）�� １１４５５（８番人気）�� ７６３７（１２番人気）
３連複票数 計１０３２７７０ 的中 ��� ５６０７（３９番人気）
３連単票数 計１８１３３４１ 的中 ��� ９３３（３３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３６．６―４９．８―１：０３．０―１：１５．６―１：２７．６―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

タマモビート �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００８．７．２０ 函館６着

２００６．４．２１生 牡５鹿 母 ゼリービーン 母母 ジュエルヒル ２３戦２勝 賞金 １７，８９０，０００円
〔その他〕 メイショウグラード号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



０４０９３ ２月２０日 曇 稍重 （２３京都２）第８日 第９競走 ��
��２，４００�

び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走１４時１５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．２．２０以降２３．２．１４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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３３ � サンマルエミネム 牡５鹿 ５４ 野元 昭嘉相馬 勇氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４８８＋１０２：３０．５ １２．６�

８９ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５５ 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７４－ ４２：３０．８１� ８．４�
１１ ワイズミューラー 牡４栗 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４２：３１．４３� ２．１�
８８ タニノエポレット 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０２± ０２：３１．８２� ６．７�
６６ アイウォントユー 牡４栗 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ５．１�
２２ ヤマニンビサージュ 牝４青 ５１ 川須 栄彦土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４３４＋ ４２：３２．０１� １３２．６�
５５ テーオーストーム 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ８２：３２．２１ ７．６	
４４ トレジャーハント 牡５栗 ５６ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５０４－１０２：３２．８３� １２．７

７７ トムウィンズ 牡６芦 ５３ 浜中 俊半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４６８± ０２：３３．２２� ６２．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３２，９７６，７００円 複勝： ５３，１７６，１００円 枠連： ２１，３６５，９００円

普通馬連： ９３，２６３，９００円 馬単： ７２，６６６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，３４５，９００円

３連複： １２４，６１４，１００円 ３連単： ３１８，８７３，６００円 計： ７５５，２８２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ２８０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（３－８） ２，７５０円

普通馬連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ７，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ５３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� ２４，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３２９７６７ 的中 � ２０６９０（６番人気）
複勝票数 計 ５３１７６１ 的中 � ３９０５６（７番人気）� ６３０３２（４番人気）� １５１０３２（１番人気）
枠連票数 計 ２１３６５９ 的中 （３－８） ５７３６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９３２６３９ 的中 �� ２５３９７（１２番人気）
馬単票数 計 ７２６６６３ 的中 �� ７２５７（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８３４５９ 的中 �� １３１９５（１１番人気）�� １７４４３（７番人気）�� ３４０５４（３番人気）
３連複票数 計１２４６１４１ 的中 ��� ４３７２４（１０番人気）
３連単票数 計３１８８７３６ 的中 ��� ９６３７（８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２５．３―３８．０―５１．６―１：０４．７―１：１７．４―１：３０．０―１：４２．６―１：５５．０―２：０６．９―２：１８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サンマルエミネム �

父 エアエミネム �


母父 マヤノトップガン

２００６．５．１０生 牡５鹿 母 	アイエスシャイン 母母 	キリセオリー ２２戦２勝 賞金 ３９，１６１，０００円
初出走 JRA

※出走取消馬 アクアブルーフライ号（疾病〔左肩跛行〕のため）

０４０９４ ２月２０日 曇 稍重 （２３京都２）第８日 第１０競走 ��
��１，４００�

かわらまち

河原町ステークス
発走１４時５０分 （ダート・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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３３ メイショウデイム 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４４６－ ４１：２３．８ ４．５�

６７ メイショウボンハオ 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ １．７�
７９ ルティラーレ �６栗 ５７ 長谷川浩大岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７６＋ ２１：２４．１２ １１．４�
６６ ブラッシュアップ 牡６栗 ５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４９２＋ ４１：２４．３１� １０．１�
８１０ ダノンアスカ 牡６青鹿５７ 渡辺 薫彦�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０± ０１：２４．５１	 ３１．５�
８１１ トウショウクエスト 牡６栗 ５７ 松山 弘平トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３６＋ ４１：２４．６� １８．６�
４４ アグネスマクシマム 牡７栗 ５７ 小林 徹弥渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４８２－ ２１：２４．７クビ ７９．０	
１１ 
 オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ 小牧 太吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ４１：２５．３３� ９．１

５５ スリーサンフレンチ 牡８鹿 ５７ 北村 友一永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８８＋１２１：２５．８３ １１０．２�
７８ コウジンアルス 牡９栗 ５７ 太宰 啓介加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８４－ ６１：２５．９� ３３．０�
２２ � セレスダイナミック �８黒鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４８８± ０ 〃 ハナ １６４．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，６８４，２００円 複勝： ５６，４２９，０００円 枠連： ２６，３７７，０００円

普通馬連： １１７，９９３，９００円 馬単： ８９，５８６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，８５７，４００円

３連複： １４９，０８３，１００円 ３連単： ３６７，１０６，６００円 計： ８８９，１１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（３－６） ３００円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ４１０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ３，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３７６８４２ 的中 � ６６５２１（２番人気）
複勝票数 計 ５６４２９０ 的中 � ９３２４９（２番人気）� ２２７２６４（１番人気）� ５４３６３（４番人気）
枠連票数 計 ２６３７７０ 的中 （３－６） ６４９４５（１番人気）
普通馬連票数 計１１７９９３９ 的中 �� ２４５１３８（１番人気）
馬単票数 計 ８９５８６１ 的中 �� ６７１８２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４８５７４ 的中 �� ７７７２１（１番人気）�� ２３４０９（５番人気）�� ３６２５１（３番人気）
３連複票数 計１４９０８３１ 的中 ��� １５１７５５（１番人気）
３連単票数 計３６７１０６６ 的中 ��� ７９０４４（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１２．４―１２．４―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．９―５９．３―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウデイム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．２２ 小倉１着

２００７．３．２６生 牝４黒鹿 母 メイショウカガヤキ 母母 ハツノナタリー １４戦４勝 賞金 ５５，６８９，０００円
※出走取消馬 キタノアラワシ号（疾病〔左寛跛行〕のため）



０４０９５ ２月２０日 曇 稍重 （２３京都２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�

らくよう

洛陽ステークス
発走１５時３０分 （芝・右・外）

４歳以上，２２．２．２０以降２３．２．１４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 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４７ キングストリート 牡５鹿 ５６ 四位 洋文百万 武夫氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４＋ ４１：３４．６ ３．８�

３６ リ デ ィ ル 牡４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 ４５０－ ６１：３５．３４ １．７�
８１５ ドリームゼニス 牡５栗 ５５ 酒井 学セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１８＋ ２ 〃 ハナ ８．１�
１２ アーバンストリート 牡７芦 ５５ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５６－ ２１：３５．６１� ４７．９�
７１４ アンシェルブルー 牝４黒鹿５３ 浜中 俊矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５４＋ ６１：３５．８１� ８．９�
６１１ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５３ 太宰 啓介小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １０８．６�
４８ アンノルーチェ 牡６鹿 ５６ 佐藤 哲三	ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５２＋ ６１：３５．９� ３３．３

６１２ ラインプレアー 牡６芦 ５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２６＋ ２１：３６．０� １５７．６�
２３ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５２ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５１０± ０ 〃 アタマ ３４１．０�
２４ ルールプロスパー 牡６青鹿５３ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４６８－ ６１：３６．２１� ７１．０
５９ ダンスフォーウィン 	８青鹿５３ 国分 恭介杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８６－１２ 〃 ハナ ５３．７�
８１６ マイネルスケルツィ 牡８鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５１４＋１０１：３６．３� ８４．７�
７１３
 ファストロック 牡７栗 ５２ 古川 吉洋広尾レース� 尾関 知人 愛 Quay

Bloodstock ４９６－ ４１：３６．５１� １６２．３�
５１０ ステラリード 牝４栗 ５１ 高倉 稜広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４６＋ ６１：３６．６� １６２．０�
３５ シ ャ イ ン 牡４鹿 ５３ 小林 徹弥呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７６± ０１：３６．８１ ５３．７�
１１ ニルヴァーナ 牡８鹿 ５３ 熊沢 重文 	社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ５０８－ ４１：３７．１２ ３９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，２３９，７００円 複勝： ８２，３２８，１００円 枠連： ５５，１７７，０００円

普通馬連： ２４９，２４９，９００円 馬単： １７６，２８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，９５６，７００円

３連複： ３１９，１４３，１００円 ３連単： ８１２，２８７，９００円 計： １，８３８，６６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（３－４） ２９０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ３，１００円

票 数

単勝票数 計 ６５２３９７ 的中 � １３５７７２（２番人気）
複勝票数 計 ８２３２８１ 的中 � １５１１３６（２番人気）� ３２８７４３（１番人気）� ８７２３６（３番人気）
枠連票数 計 ５５１７７０ 的中 （３－４） １４４２４０（１番人気）
普通馬連票数 計２４９２４９９ 的中 �� ５９３２３１（１番人気）
馬単票数 計１７６２８３６ 的中 �� １４６２１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８９５６７ 的中 �� １４７７６３（１番人気）�� ３８１１１（４番人気）�� ５８９２２（２番人気）
３連複票数 計３１９１４３１ 的中 ��� ３３３２２９（１番人気）
３連単票数 計８１２２８７９ 的中 ��� １９３８８６（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．３―１１．６―１１．９―１２．２―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３４．８―４６．４―５８．３―１：１０．５―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングストリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Red Ransom デビュー ２００８．１２．２０ 阪神２着

２００６．４．６生 牡５鹿 母 ドーンランサム 母母 Eastern Dawn ２１戦６勝 賞金 １２４，６７５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダンツホウテイ号
（非抽選馬） ５頭 セイカアレグロ号・ゼットフラッシュ号・ファイナルスコアー号・プリンセスメモリー号・ペプチドルビー号

０４０９６ ２月２０日 曇 稍重 （２３京都２）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�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，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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１２ ナムラカイシュウ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ５１８＋ ２１：１１．５ ４．０�

５１０ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ ３．４�
４７ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 北村 友一水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５１４＋ ２ 〃 クビ ６．７�
６１２ ピンクペガサス 牡６黒鹿５７ 酒井 学木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０４－ ２１：１１．８１� １７．５�
８１５ 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 ４９４－ ２１：１１．９� １４．９�
８１６ ミニーバローズ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４５８－ ８ 〃 アタマ ８７．５�
４８ スイートエスケープ 牝４栗 ５５ 古川 吉洋金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：１２．０クビ １１．２	
６１１ サクラナスカ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４１４－ ４１：１２．１� ２０．１

２４ ライコウテンユウ 牡６栗 ５７ 小坂 忠士内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５３０－ ６ 〃 ハナ １９０．５�
７１４ タカノキング 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４８２＋ ６ 〃 ハナ ３４．１�
２３ � コパノカチーノ 牡５栗 ５７

５５ △高倉 稜小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５２６＋ ６１：１２．４２ １５．２
７１３ メジロオマリー 牡６黒鹿５７ 上村 洋行�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４６６－ ４１：１２．５	 ３８．４�
５９ 
 ヒシアカデミー 牡５青鹿５７ 小林 徹弥阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５３８－ ４１：１２．６クビ ９．９�
３５ 
 アグネスポライト 牡７鹿 ５７ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &

Cynthia Busby ５０２± ０１：１２．９１� ４６．２�
３６ オースミレジスタ 牡４青鹿５７ 浜中 俊�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５４２＋ ４１：１４．１７ ２６．１�
１１ キリシマウイング 牝４栗 ５５

５４ ☆松山 弘平土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４６６－ １１：１４．３１ １７６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，７２３，７００円 複勝： ７６，０８４，０００円 枠連： ５２，５４７，２００円

普通馬連： １８３，５３０，２００円 馬単： １０５，７５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，０６２，６００円

３連複： ２７２，９６１，６００円 ３連単： ５０２，６９９，４００円 計： １，３０８，３６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（１－５） ５４０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ６，５４０円

票 数

単勝票数 計 ４３７２３７ 的中 � ８７１１０（２番人気）
複勝票数 計 ７６０８４０ 的中 � １４４８６５（２番人気）� １４６２５５（１番人気）� １０９２５１（３番人気）
枠連票数 計 ５２５４７２ 的中 （１－５） ７２３５０（２番人気）
普通馬連票数 計１８３５３０２ 的中 �� １８１６８７（１番人気）
馬単票数 計１０５７５２９ 的中 �� ４９２０３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１０６２６ 的中 �� ５８４３１（１番人気）�� ３６２５８（３番人気）�� ３９２１８（２番人気）
３連複票数 計２７２９６１６ 的中 ��� １２８８８５（１番人気）
３連単票数 計５０２６９９４ 的中 ��� ５６７８９（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１１．９―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．８―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラカイシュウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．９．１３ 札幌１着

２００６．４．６生 牡５鹿 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー １６戦４勝 賞金 ５２，５９２，０００円
〔発走状況〕 ヒシアカデミー号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分

遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒシアカデミー号は，平成２３年２月２１日から平成２３年３月１３日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アシュア号・コウエイフラッシュ号・ベストオブミー号・マイティーストーム号



（２３京都２）第８日 ２月２０日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１５，１８０，０００円
６，３３０，０００円
１７，４８０，０００円
１，２５０，０００円
２０，３６０，０００円
５９，７０１，０００円
５，１２０，８００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
３３８，０４２，９００円
５６２，３２６，６００円
２８２，２２５，８００円

１，０５８，７８２，２００円
７５９，８４８，４００円
４３０，０６４，２００円

１，４９２，０４３，０００円
３，０５３，２５１，７００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 ７，９７６，５８４，８００円

総入場人員 ２６，８３０名 （有料入場人員 ２５，１７７名）



平成２３年度 第２回京都競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３６２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

１，９０７，３９０，０００円
２４，５１０，０００円
９７，４７０，０００円
１３，０４０，０００円
１７９，９９０，０００円

５８０，０００円
５８０，０００円

４７６，６６６，５００円
４０，１２３，６００円
１３，４８３，８００円

勝馬投票券売得金
２，８９９，６４３，５００円
５，０５１，１１２，６００円
２，２０１，７４６，５００円
９，４１３，５５９，６００円
６，０４１，６９５，１００円
３，５４９，９７９，３００円
１２，６３４，５２５，６００円
２５，０７７，８０７，５００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 ６６，８７０，０６９，７００円

総入場延人員 １６４，５８０名 （有料入場延人員 １５２，９６３名）


