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０１００１ １月５日 曇 良 （２４京都１）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

２４ ドリームコンサート 牡３栗 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４８０－ ６１：１３．６ １１．９�

４８ ウインオーラム 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�ウイン 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 ４９４＋ ４１：１３．９１� ２．４�
８１５ ゼロワンシンジロー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海国田 正忠氏 飯田 雄三 新冠 長浜牧場 ４７６＋１０１：１４．２２ １５．３�
３６ ザゲームイズオン 牡３鹿 ５６ 武 豊大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：１４．４１� ２９．１�
２３ � タツショウワ 牡３栗 ５６ 和田 竜二鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock, LLC ５０４＋１０１：１４．７２ ２４．５�
１２ � エイシントラベラー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer

Hall ５０６－ ２１：１５．０１� ２．９�
５９ � パトロネージュ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC ５２４＋ ２１：１５．２１ １４．０	
１１ シゲルキンカン 牡３鹿 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １６３．９

５１０ スウェプトビア 牡３芦 ５６ 荻野 琢真畑佐 博氏 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 ４４４＋１２１：１５．５１� ２５０．９�
３５ � リアライズナマステ 牡３栗 ５６ 小牧 太工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

４５２＋ ６１：１５．６クビ ２２．２�
７１４ キョウワリバティー 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５０８＋ ６１：１５．９１� ３３２．０�
８１６ クールフォックス 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 ４８０± ０１：１６．５３� １１７．８�
６１２ メイショウウイナー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 ５３０＋１２１：１６．７１� ２７５．５�
７１３ アストゥリアス 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４１０＋１４１：１６．９１� ５０８．２�
６１１ アシュケナージ 牡３栗 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４６０＋１２１：１７．１１� ７．９�
４７ マルサンマイラヴ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥松井三千年氏 目野 哲也 新ひだか 増本 良孝 ４４０－ ４１：１７．９５ ５１９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８６１，９００円 複勝： ３１，０５６，３００円 枠連： １３，３５１，６００円

馬連： ４９，５１４，３００円 馬単： ３４，５１５，６００円 ワイド： ２２，２６９，８００円

３連複： ７１，１３２，４００円 ３連単： １０４，７９３，４００円 計： ３４４，４９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ４１０円 枠 連（２－４） １，０２０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ４，３９０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ２，５３０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ４４，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７８６１９ 的中 � １１８８４（４番人気）
複勝票数 計 ３１０５６３ 的中 � ２７３３１（４番人気）� ８５０２１（２番人気）� １４９７０（７番人気）
枠連票数 計 １３３５１６ 的中 （２－４） ９７４４（３番人気）
馬連票数 計 ４９５１４３ 的中 �� ２３２２１（５番人気）
馬単票数 計 ３４５１５６ 的中 �� ５８１４（１５番人気）
ワイド票数 計 ２２２６９８ 的中 �� ８８７８（６番人気）�� ２０３８（２５番人気）�� ８７４５（７番人気）
３連複票数 計 ７１１３２４ 的中 ��� ７５７８（２２番人気）
３連単票数 計１０４７９３４ 的中 ��� １７３１（１４２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１２．６―１２．４―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２４．３―３６．９―４９．３―１：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
３ ・（４，６）（８，１１）（２，３）（９，１０）（１，７，１６）（１３，１２，１５）１４－５ ４ ４，６，８（２，１１）３（９，１５）１（１０，１６）７，１３，１４，１２，５

勝馬の
紹 介

ドリームコンサート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神４着

２００９．４．８生 牡３栗 母 ウィーンコンサート 母母 サウンドカグラ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 エイシントラベラー号の騎手岩田康誠は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルサンマイラヴ号は，平成２４年２月５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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ギルドマスター号
（非抽選馬） ３頭 シゲルイチジク号・ポケットブーケ号・メイショウフォロー号

０１００２ １月５日 曇 良 （２４京都１）第１日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５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 ヴォーグトルネード 牡３栗 ５６ 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６４－ ４１：５４．９ ３．９�

４４ スズカルパン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４５２＋ ４１：５５．１１ ７．７�
５６ ブリスコーラ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５０２＋ ２１：５５．３１� ２．３�
２２ キタサンシンガー 牡３芦 ５６ 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 ５２０± ０１：５５．５１� １５．７�
７１１ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７８＋ ２１：５６．２４ ３０．５�
８１２ スピカシチー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４２２＋ ４１：５６．６２� ８１．７	
５７ カ ロ ッ サ ル 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ４．９

１１ マコトアプサラス 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦尾田左知子氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４４０＋ ４１：５６．９１� １７４．２�
４５ ミッキージュピター 牡３栗 ５６ 古川 吉洋三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４６０－ ２１：５７．３２� ５３．３�
６９ マーブルブリッツ 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也下村 直氏 西園 正都 新ひだか 三石川上牧場 ４４２± ０１：５７．５１� ２７０．２
６８ シゲルアボカド 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太森中 蕃氏 高野 友和 新冠 土井牧場 ４７６＋ ６１：５７．７１ １８．８�
７１０ マイネルバルビゾン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 須貝 尚介 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ６１：５９．１９ ２６．５�
３３ タニノエスプレッソ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ２１５．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，０５７，２００円 複勝： ３１，０２２，６００円 枠連： １１，２３３，８００円

馬連： ３８，１９３，３００円 馬単： ３１，２６８，６００円 ワイド： １７，４０２，３００円

３連複： ５８，０６０，７００円 ３連単： １０５，０４７，５００円 計： ３０６，２８６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（４－８） １，３９０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� ６，４５０円

票 数

単勝票数 計 １４０５７２ 的中 � ２８８７０（２番人気）
複勝票数 計 ３１０２２６ 的中 � ６１７３５（２番人気）� ４３３６４（３番人気）� １１０３４６（１番人気）
枠連票数 計 １１２３３８ 的中 （４－８） ５９６６（６番人気）
馬連票数 計 ３８１９３３ 的中 �� １９２２８（５番人気）
馬単票数 計 ３１２６８６ 的中 �� ８９２１（１０番人気）
ワイド票数 計 １７４０２３ 的中 �� ９２５４（５番人気）�� ３０１２５（１番人気）�� １５０９２（３番人気）
３連複票数 計 ５８０６０７ 的中 ��� ５９６４９（２番人気）
３連単票数 計１０５０４７５ 的中 ��� １２０２４（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１３．１―１３．３―１３．６―１３．０―１２．６―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．５―５０．８―１：０４．４―１：１７．４―１：３０．０―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォーグトルネード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１２．３ 阪神６着

２００９．５．１３生 牡３栗 母 スマイルポジション 母母 バンボリーナ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出走取消馬 テイエムガッテン号（疾病〔左肩跛行〕のため）

第１回　京都競馬　第１日



０１００３ １月５日 曇 良 （２４京都１）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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

３４ � ゲ ン テ ン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-
mersmith ４８６－ ２１：２６．１ ５．７�

７１３� コリンブレッセ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C
Stautberg ４９６± ０１：２６．３１� ２．９�

６１１� カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７８－ ４１：２６．７２� ２７２．４�
８１４ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５４ 幸 英明本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ６ 〃 クビ １９．６�
５９ � エーシンブラスター 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall ４７６－ ８１：２６．８クビ ５．４�
２２ オ リ ー ブ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４６＋ ６１：２７．０１� ６２．１�
７１２ キンシザイル 牡３鹿 ５６ 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４９０＋ ４ 〃 クビ １４．６	
３５ モズギャラクシー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 加野牧場 ５０６＋ ４１：２７．２１ ３９．２

１１ カイシュウタビビト 牡３芦 ５６ 松岡 正海飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 ５０８＋２２ 〃 クビ ２２．９�
５８ � シゲルクルミ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 ４６４＋１０１：２７．３クビ ２７０．２�
８１５ シゲルアケビ 牝３鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ７５．９
２３ � ブーフーウー 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ６１：２７．９３� ２６０．１�
６１０ ホンインボウ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５７４＋ ２１：２８．０� １２０．３�
４６ ストリートハンター 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４１：２８．３１� ６．８�
４７ ニシノプレゼンス 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 ４９８＋ ２１：２９．２５ ６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０８５，６００円 複勝： ３８，７６３，９００円 枠連： １４，１６８，５００円

馬連： ５１，３３４，４００円 馬単： ３４，４５４，５００円 ワイド： ２３，０１６，５００円

３連複： ７２，２３１，３００円 ３連単： １１１，２５２，４００円 計： ３６６，３０７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ４，０９０円 枠 連（３－７） ５２０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２４，３４０円 �� ８，０８０円

３ 連 複 ��� ５０，１１０円 ３ 連 単 ��� １８２，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２１０８５６ 的中 � ２９５２７（３番人気）
複勝票数 計 ３８７６３９ 的中 � ５６４１８（２番人気）� １１１５４２（１番人気）� １４９８（１５番人気）
枠連票数 計 １４１６８５ 的中 （３－７） ２０１５７（２番人気）
馬連票数 計 ５１３３４４ 的中 �� ５５２０５（１番人気）
馬単票数 計 ３４４５４５ 的中 �� １６９３９（２番人気）
ワイド票数 計 ２３０１６５ 的中 �� ２３２３６（１番人気）�� ２０９（８２番人気）�� ６３４（５３番人気）
３連複票数 計 ７２２３１３ 的中 ��� １０６４（１００番人気）
３連単票数 計１１１２５２４ 的中 ��� ４５１（４０３番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１２．２―１２．７―１２．７―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３５．２―４７．９―１：００．６―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゲ ン テ ン �
�
父 Bernardini �

�
母父 Numerous デビュー ２０１１．９．１９ 札幌１着

２００９．４．２生 牡３黒鹿 母 Miss Terrible 母母 Teidi ５戦２勝 賞金 ２４，２６０，０００円

０１００４ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第４競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時３５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 川島 信二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ５００＋３８１：１２．３ １１６．５�

７１４ ミッドタウンレディ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：１２．４� １８．０�
４７ キョウワダッフィー 牡４鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５６± ０１：１２．５� ４．３�
２３ トイボックス 牡５黒鹿５７ 北村 友一名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７６＋ ４１：１２．７１� ６．２�
８１５ シャーズブルー 牡６鹿 ５７ 小牧 太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５７６＋ ４１：１３．０２ ３．７	
６１１� メイショウオリビア 牝５青鹿５５ 武 豊松本 好
氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４６６＋ ８ 〃 アタマ ５２．３�
５１０ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５６ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５４＋ ６１：１３．２１� １９．６�
１１ グランマルシェ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ６ 〃 クビ ４１．９
１２ ホーマンルッツ 牡４栗 ５６ 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４５８＋１２ 〃 アタマ １０．４�
３５ タイキガラハッド 牡４栗 ５６ 和田 竜二�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０２－ ４１：１３．４１� ５．４�
７１３ ネオエピック 牡５青鹿５７ 川須 栄彦小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 ４４６＋２２１：１３．５� ９７．８�
５９ マンテンリューマ 牡４青鹿５６ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４５８－ ２ 〃 クビ ２４．８�
３６ � コーリングオブラブ 牝５栗 ５５ 松岡 正海飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 B４７０－ ２１：１３．６� ７６．０�
２４ ラブチャーミー 牝６鹿 ５５ 荻野 琢真増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 松田 三千雄 ４４８＋ ８１：１４．０２� ５６．０�
８１６ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５０８－ ２１：１４．４２� １４．５�
４８ � ラッキーショウグン 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４２６－ ４１：１５．２５ ３６６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１１０，７００円 複勝： ３２，１８４，７００円 枠連： １６，２０８，６００円

馬連： ５１，９６３，０００円 馬単： ３３，８２６，８００円 ワイド： ２４，５６８，２００円

３連複： ７３，７６２，５００円 ３連単： １０１，９２９，８００円 計： ３５２，５５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，６５０円 複 勝 � ３，２５０円 � ４９０円 � ２１０円 枠 連（６－７） １４，９２０円

馬 連 �� １３５，０４０円 馬 単 �� ３３２，８６０円

ワ イ ド �� ２７，４００円 �� ８，６７０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １８９，０２０円 ３ 連 単 ��� １，６７１，６５０円

票 数

単勝票数 計 １８１１０７ 的中 � １２２５（１５番人気）
複勝票数 計 ３２１８４７ 的中 � ２１１３（１５番人気）� １６２６１（８番人気）� ５２９２１（２番人気）
枠連票数 計 １６２０８６ 的中 （６－７） ８０２（３０番人気）
馬連票数 計 ５１９６３０ 的中 �� ２８４（１０１番人気）
馬単票数 計 ３３８２６８ 的中 �� ７５（２０３番人気）
ワイド票数 計 ２４５６８２ 的中 �� ２１６（１００番人気）�� ６８７（６５番人気）�� ４８８８（１６番人気）
３連複票数 計 ７３７６２５ 的中 ��� ２８８（２５７番人気）
３連単票数 計１０１９２９８ 的中 ��� ４５（１６８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．２―１２．４―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．３―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクデイブレイク �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．７．３１ 函館１着

２００７．４．２８生 牡５鹿 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー ８戦２勝 賞金 １２，９４０，０００円
〔その他〕 マンテンリューマ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マンテンリューマ号は，平成２４年２月５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ポリティカルパワー号・マックスコヒヌール号



０１００５ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５１０ アドマイヤレイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５３４＋ ６１：４９．１ ２．２�

８１６ エックスマーク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：４９．３１� ３．０�

８１５ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４８８± ０１：４９．８３ ２０．０�

４８ ハギノウィッシュ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ５０４± ０１：４９．９� ７．３�
３５ シュピッツェ 牝３鹿 ５４ 武 豊吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：５０．２２ ５４．６�
１１ グランプリブラッド 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 クビ ８．５�
５９ エボニーナイト 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ８１：５０．３クビ ２１．６

２３ ジョウショーキング 牡３青鹿５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４６２－ ２ 〃 クビ ３７．１�
３６ トウケイヤマト 牡３鹿 ５６ 幸 英明木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ５００＋ ４１：５０．８３ １３６．２�
７１４ ブラボープリンス 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 ４９２＋ ４１：５１．０１� ４２．４
４７ サトノオラクル 牡３栗 ５６ 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４８＋ ８１：５１．４２� １４０．０�
６１１ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５８＋１０１：５２．１４ ３３６．９�
１２ カワカミプレシャス 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 	三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４６－１６１：５２．２� ３０６．２�
６１２ クラウンモンロー 牝３鹿 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ２１：５２．９４ ３３５．２�
２４ エディバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ４４２＋ ８ 〃 クビ ８５．０�
７１３ クリノラウエン 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B４８０＋ ６１：５３．５３� ５３５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５６５，２００円 複勝： ４９，５５５，１００円 枠連： １７，５９５，７００円

馬連： ５９，８３５，０００円 馬単： ４５，４０１，７００円 ワイド： ２８，４３６，６００円

３連複： ８５，２５３，２００円 ３連単： １５８，１１１，０００円 計： ４６９，７５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ２３０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ６８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� ４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２５５６５２ 的中 � ９４１８２（１番人気）
複勝票数 計 ４９５５５１ 的中 � ２０３１３７（１番人気）� １１８６５８（２番人気）� １５３５７（６番人気）
枠連票数 計 １７５９５７ 的中 （５－８） ５８０９０（１番人気）
馬連票数 計 ５９８３５０ 的中 �� １９０２５５（１番人気）
馬単票数 計 ４５４０１７ 的中 �� ８３２３３（１番人気）
ワイド票数 計 ２８４３６６ 的中 �� ７２１５２（１番人気）�� ８０５６（７番人気）�� ７２２０（１１番人気）
３連複票数 計 ８５２５３２ 的中 ��� ４３６７１（４番人気）
３連単票数 計１５８１１１０ 的中 ��� ２６６０８（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．４―１２．７―１３．４―１２．９―１２．３―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．２―４７．９―１：０１．３―１：１４．２―１：２６．５―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤレイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１１．２０ 京都３着

２００９．２．２生 牡３鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノラウエン号は，平成２４年２月５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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウヒメユリ号
（非抽選馬） ４頭 ウォーターレオ号・ゴールデンオーラ号・セルリアンラビット号・フォントルロイ号

０１００６ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

３３ ハランデール 牡３鹿 ５６ 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５３８ ―２：０７．２ １２．１�

６６ カ ナ ロ ア 牡３鹿 ５６ 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 ４４８ ― 〃 クビ ３．７�

１１ アドマイヤバラード 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２２ ― 〃 アタマ ２．８�
２２ エキストラエンド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８ ―２：０７．３� ４．３�
７８ トウカイプライド 牡３黒鹿５６ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７４ ―２：０７．４クビ ４０．５�
８９ ダイシンブラック 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 ４９８ ―２：０７．５� １６．７	
７７ クロスミッション 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７６ ―２：０７．７１� ９．５

５５ マウンツエンジェル 牝３栗 ５４ 武 豊白井 岳氏 笹田 和秀 日高 山際 辰夫 ５０２ ―２：０８．３３� １１．５�
４４ パ ト ス 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ５２４ ―２：０８．７２� １３２．６�
８１０ エヴァンバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 水上 習孝 ４８８ ―２：１５．７大差 ２９．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，７１０，２００円 複勝： ３１，１３５，６００円 枠連： １２，０１５，１００円

馬連： ５１，０５７，１００円 馬単： ３８，８６１，２００円 ワイド： １９，９６９，０００円

３連複： ６５，９０６，９００円 ３連単： １３０，２１０，３００円 計： ３７３，８６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（３－６） ２，９１０円

馬 連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ５５０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� １７，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２４７１０２ 的中 � １６１７０（６番人気）
複勝票数 計 ３１１３５６ 的中 � ２２９５６（６番人気）� ５０７７１（３番人気）� ７７９８３（１番人気）
枠連票数 計 １２０１５１ 的中 （３－６） ３０５５（１５番人気）
馬連票数 計 ５１０５７１ 的中 �� １７２７０（８番人気）
馬単票数 計 ３８８６１２ 的中 �� ５３９５（２２番人気）
ワイド票数 計 １９９６９０ 的中 �� ６２６３（１０番人気）�� ８５９２（７番人気）�� ２０１８３（２番人気）
３連複票数 計 ６５９０６９ 的中 ��� ２５２５９（６番人気）
３連単票数 計１３０２１０３ 的中 ��� ５４８７（５９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１４．０―１４．１―１３．３―１３．４―１２．８―１２．３―１１．３―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３８．８―５２．９―１：０６．２―１：１９．６―１：３２．４―１：４４．７―１：５６．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ハランデール �
�
父 Halling �

�
母父 Danzig 初出走

２００９．４．１２生 牡３鹿 母 ベラドーラⅡ 母母 Country Belle １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エヴァンバローズ号は，平成２４年２月５日まで平地競走に出走できない。



０１００７ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２３ トップオブカハラ 牡５芦 ５７
５６ ☆松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９０＋ ４１：５３．７ ８．６�

４７ ハ リ ケ ー ン 牡４鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２２＋１０１：５４．０１� ５．３�
２４ サンライズブレット 牡４栗 ５６ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８０＋１８１：５４．１� ３．６�
７１３ テ ン ペ ル 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：５４．２� ６．７�
１２ スーサンストリーム 牡５芦 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７０＋ ８１：５４．４１� ３１．８�
８１６ マーリンシチー 牡６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 ４７２＋ ２１：５４．７１� １７．６�
７１４ ピースフルアース 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介 	社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４６８＋ ８１：５４．８� １９．９

４８ アヴェカムール 牡５黒鹿５７ 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６ 〃 アタマ ３．８�
５１０ シルバーチーフ 牡４芦 ５６ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４８０－１４ 〃 ハナ ２１９．５�
３５ ツィンクルブーケ 牝４芦 ５４ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：５５．０１� ６９．７
５９ クーガーストリート 牡４青鹿５６ 川田 将雅 	社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４９０＋１０１：５５．３２ ３２．１�
８１５ セトノシャンクス 牡４栗 ５６ 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４８２＋１０１：５５．４クビ ６７．１�
３６ シルクレグルス 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦有限会社シルク藤沢 則雄 浦河 高野牧場 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ３２．４�
６１２ スズカアンペール 牡４鹿 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４７０＋ ６１：５６．１４ １１３．９�
１１ サダムトウコン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４８０＋ ２１：５６．３１� １６５．３�
６１１ ペプチドソロモン �５鹿 ５７ 小牧 太沼川 一彦氏 高橋 隆 浦河 杵臼牧場 ５３２－ ６１：５７．３６ ９１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３６６，４００円 複勝： ４１，２９２，８００円 枠連： ２４，８１２，２００円

馬連： ６７，７５３，８００円 馬単： ４２，０３４，４００円 ワイド： ２９，４５２，９００円

３連複： ９３，５６７，８００円 ３連単： １３７，２６９，３００円 計： ４６０，５４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（２－４） ３１０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ４，７００円

ワ イ ド �� ７００円 �� ７１０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� ２３，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２４３６６４ 的中 � ２２３２８（５番人気）
複勝票数 計 ４１２９２８ 的中 � ５３５１６（３番人気）� ５２５０６（４番人気）� ６０３９９（２番人気）
枠連票数 計 ２４８１２２ 的中 （２－４） ６０７４０（１番人気）
馬連票数 計 ６７７５３８ 的中 �� ２４９８１（８番人気）
馬単票数 計 ４２０３４４ 的中 �� ６６０４（２０番人気）
ワイド票数 計 ２９４５２９ 的中 �� １０２８２（７番人気）�� １０１２７（９番人気）�� １４８５０（４番人気）
３連複票数 計 ９３５６７８ 的中 ��� ２４６９７（７番人気）
３連単票数 計１３７２６９３ 的中 ��� ４２７４（６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．８―５０．１―１：０３．１―１：１６．０―１：２９．０―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップオブカハラ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Dr. Carter デビュー ２００９．１２．１３ 阪神８着

２００７．４．１７生 牡５芦 母 ク レ ミ ュ ー 母母 Tappiano ２５戦３勝 賞金 ４３，６１７，０００円

０１００８ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１１ トウショウクラウン 牡４栗 ５６ 川須 栄彦トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１８＋１２１：２５．１ １０．７�

５９ ステラリード 牝５栗 ５５ 岩田 康誠広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４４６＋ ４１：２５．２� ２７．６�

８１５� インディーズゲーム 牡４鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust ４７８＋ ４１：２５．５１� ３．７�

３６ イーグルドライヴ 牡５栗 ５７ 川田 将雅�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５１０－１０１：２５．７１� ５．９�
６１２ クリスタルドア 牡７鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５０８－ ２１：２５．９１� １４３．８�
７１３ シーポラリス 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４８０＋ ６１：２６．０� ６０．４	
８１６ ダノンプリマドンナ 牝５黒鹿５５ 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ４１：２６．１クビ ７．９

５１０ ピエナオリオン 牡４黒鹿５６ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム B４５８－ ６ 〃 ハナ １３．９�
４７ フェブスカイ 牡５鹿 ５７ 幸 英明釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ １７１．３�
２４ グリッターエルフ 牝８黒鹿５５ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８６－ ８１：２６．２� ７９．３
４８ テイエムフルパワー 牡８栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４２＋ ４１：２６．３クビ ６６．４�
７１４ ユメミルテーラー 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４９４＋２４１：２６．６１� １２０．７�
３５ 	 キングコーリンオー 
６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４５２－ ６１：２７．０２� ２４６．４�
２３ トーホウリッチ 牝６青 ５５ 川島 信二東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８０± ０ 〃 ハナ ６８．５�
１２ 	 サクラルーラー 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ５３８＋ ８１：２７．１クビ １００．２�
１１ � エアインシャラー 牡６鹿 ５７ 福永 祐一 �ラッキーフィールド大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ５１２± ０１：２７．８４ ２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７９４，９００円 複勝： ４１，８２０，７００円 枠連： ２５，５２９，３００円

馬連： ８１，７５８，３００円 馬単： ５７，７５５，８００円 ワイド： ３２，５０７，４００円

３連複： １０４，３１５，９００円 ３連単： １８４，７３５，３００円 計： ５５７，２１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２９０円 � ６５０円 � ２００円 枠 連（５－６） ３，１２０円

馬 連 �� １０，６８０円 馬 単 �� ２１，６４０円

ワ イ ド �� ２，６２０円 �� ７６０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� １７，７００円 ３ 連 単 ��� １６４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２８７９４９ 的中 � ２１２０６（５番人気）
複勝票数 計 ４１８２０７ 的中 � ３８４９９（５番人気）� １４２３４（７番人気）� ６５３０９（２番人気）
枠連票数 計 ２５５２９３ 的中 （５－６） ６０５３（１１番人気）
馬連票数 計 ８１７５８３ 的中 �� ５６５２（２５番人気）
馬単票数 計 ５７７５５８ 的中 �� １９７０（４８番人気）
ワイド票数 計 ３２５０７４ 的中 �� ２９７６（２５番人気）�� １１１４６（８番人気）�� ３７５９（２０番人気）
３連複票数 計１０４３１５９ 的中 ��� ４３５１（４４番人気）
３連単票数 計１８４７３５３ 的中 ��� ８２７（３４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．１―３４．９―４７．６―１：００．６―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウクラウン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．８．２２ 新潟１４着

２００８．２．６生 牡４栗 母 レトロトウショウ 母母 メルヘントウショウ １２戦３勝 賞金 ２７，３０９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アートオブビーン号・マジックアロー号・ヨクバリ号
（非抽選馬） １頭 ミキノクレシェンド号



０１００９ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第９競走 ��１，８００�
はつゆめ

初夢ステークス
発走１４時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１６ シルクシュナイダー 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４＋１０１：５２．０ ３．８�

６１２�� クリュギスト 牡６鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave
Joint Venture ５２０＋ ４ 〃 クビ ４．８�

７１４ サ イ オ ン 牡６芦 ５７ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５０４－１０１：５２．１クビ ３．１�
４８ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５５ 国分 恭介渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３６－ ２１：５２．６３ ５５．２�
２３ ゴッドエンブレム 牡７鹿 ５７ 松田 大作�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：５２．７� １３．５�
４７ メタギャラクシー 牡５鹿 ５７ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４９２＋ ２１：５２．８クビ １５．７�
１２ キャプテンマジン 牡７黒鹿５７ 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５２０＋ ６１：５３．０１� ２１．２	
６１１ ダノンハラショー 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６６＋２０１：５３．１� ８４．３

５１０ パーフェクトラン 牡９鹿 ５７ 岩崎 祐己下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ５１４＋ ８ 〃 ハナ ５０９．９�
３５ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５６ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００＋ ４１：５３．３１� ２５．３�
２４ アグネスアンカー 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５５２＋１６１：５３．５１	 ２１７．７
５９ エアペイシェンス 牡６栗 ５７ 小牧 太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４５２＋ ２１：５４．１３	 ２３．３�
７１３ ジョーモルデュー 牡８鹿 ５７ 酒井 学上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７６＋ ６１：５４．２� ３６３．０�
１１ チュウワブロッサム 牝５鹿 ５５ 松岡 正海中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７８＋ ６１：５４．３	 ７．８�
３６ アンヴェイル 牡７栗 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４－ ４１：５４．７２	 １０９．９�
８１５ エイシンナナツボシ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５４０－ ２１：５５．０１� ５９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，４００，１００円 複勝： ５３，９６７，３００円 枠連： ３１，０４６，０００円

馬連： １２７，１１７，３００円 馬単： ７５，２９７，３００円 ワイド： ４７，８９８，２００円

３連複： １６６，４７２，４００円 ３連単： ２９７，７５４，７００円 計： ８３６，９５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（６－８） ７８０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３７４００１ 的中 � ７８５５０（２番人気）
複勝票数 計 ５３９６７３ 的中 � １０９８２５（２番人気）� ９１６１０（３番人気）� １３２９０１（１番人気）
枠連票数 計 ３１０４６０ 的中 （６－８） ２９６０７（３番人気）
馬連票数 計１２７１１７３ 的中 �� １０６８５３（３番人気）
馬単票数 計 ７５２９７３ 的中 �� ３４４７２（４番人気）
ワイド票数 計 ４７８９８２ 的中 �� ３８４１８（３番人気）�� ５０８９２（１番人気）�� ４１２９６（２番人気）
３連複票数 計１６６４７２４ 的中 ��� １８７２９５（１番人気）
３連単票数 計２９７７５４７ 的中 ��� ５２８４９（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．０―１２．４―１３．２―１２．８―１２．９―１２．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３６．０―４８．４―１：０１．６―１：１４．４―１：２７．３―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シルクシュナイダー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１０．１１．７ 東京１着

２００８．１．２７生 牡４黒鹿 母 エ ポ レ ッ ト 母母 マキシマムデニール １２戦４勝 賞金 ６１，６１５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アイファーソング号・オーシャンカレント号・カスガ号・サンライズモール号・ハードシーキング号・マストハブ号・

メイショウイッキ号・ワーズワース号

０１０１０ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第１０競走 ��３，０００�
まんよう

万葉ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，２３．１．５以降２３．１２．２５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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：０２．７
３：０２．５

良

良

８１２ ゴールデンハインド 牡６鹿 ５５ 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４８＋ ２３：０６．９ ２７．７�

８１１� マカニビスティー 牡５青鹿５６ 小牧 太備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B４９０＋１０３：０７．６４ ９．６�
６８ エナージバイオ 牡７栗 ５０ 小林慎一郎バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４７６＋ ８３：０７．９１� ５１．０�
５６ リッカロイヤル 牡７芦 ５４ 和田 竜二立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５４６± ０ 〃 クビ ７．６�
７１０ モンテクリスエス 牡７鹿 ５６ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５６２＋１２３：０８．１１� ４．８�
２２ トウカイトリック 牡１０鹿 ５７．５ 川須 栄彦内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４６４＋１２３：０８．５２� ７．８�
６７ ピエナファンタスト 牡６鹿 ５３ 武 豊本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６３：０８．７１� ４．５	
４４ ブルースターキング 牡６黒鹿５０ 高倉 稜 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ １０６．４

１１ メイショウクオリア 牡７鹿 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４８６＋１２３：０８．８クビ ７．１�
７９ シャインモーメント 牡７栗 ５２ 酒井 学�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ５０４＋ ４３：０９．２２� ７５．４
３３ ネ コ パ ン チ 牡６黒鹿５５ 佐藤 哲三桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４７６－ ４３：１２．０大差 １５．０�
５５ キタサンアミーゴ 牡６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± ０ （競走中止） ５．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，９７０，４００円 複勝： ５４，７３６，２００円 枠連： ３１，５０９，２００円

馬連： １６０，１３３，１００円 馬単： ８６，０４７，１００円 ワイド： ５０，２１５，３００円

３連複： １９５，５７６，９００円 ３連単： ３６０，０７２，７００円 計： ９７６，２６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７７０円 複 勝 � ９５０円 � ３７０円 � １，１２０円 枠 連（８－８） １２，１９０円

馬 連 �� １２，４７０円 馬 単 �� ２６，８７０円

ワ イ ド �� ４，１６０円 �� １１，０６０円 �� ６，９４０円

３ 連 複 ��� ２２１，７２０円 ３ 連 単 ��� １，６１０，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３７９７０４ 的中 � １０８０７（９番人気）
複勝票数 計 ５４７３６２ 的中 � １４４７６（９番人気）� ４３８１８（７番人気）� １２１４８（１０番人気）
枠連票数 計 ３１５０９２ 的中 （８－８） １９０８（２５番人気）
馬連票数 計１６０１３３１ 的中 �� ９４８２（３５番人気）
馬単票数 計 ８６０４７１ 的中 �� ２３６４（７２番人気）
ワイド票数 計 ５０２１５３ 的中 �� ２９９３（４０番人気）�� １１１２（６１番人気）�� １７７９（５２番人気）
３連複票数 計１９５５７６９ 的中 ��� ６５１（１９１番人気）
３連単票数 計３６００７２７ 的中 ��� １６５（１１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．４―２５．５―３８．０―５０．８―１：０３．４―１：１５．９―１：２９．０―１：４１．６―１：５３．３―２：０５．１―２：１７．４―２：２９．８

２，６００� ２，８００�
―２：４２．５―２：５４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンハインド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．６．２１ 福島８着

２００６．３．１９生 牡６鹿 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara ２２戦６勝 賞金 ９３，６３１，０００円
〔競走中止〕 キタサンアミーゴ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネコパンチ号は，平成２４年２月５日まで平地競走に出走できない。

１レース目 ３レース目



０１０１１ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第１１競走 ��１，６００�第５０回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）
発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２３．１．５以降２３．１２．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
スポーツニッポン新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

２４ マイネルラクリマ 牡４栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４８０＋１０１：３２．９ ５．９�

４７ ダノンシャーク 牡４鹿 ５４ 安藤 勝己�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４２± ０１：３３．１１� ４．５�
８１６ アスカトップレディ 牝５黒鹿５３ 酒井 学上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７２± ０ 〃 クビ ４１．４�
５９ ショウリュウムーン 牝５鹿 ５４ 小牧 太上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４７４－ ２１：３３．２� ８．５�
５１０ サダムパテック 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００± ０ 〃 ハナ ２．７�
３５ アスカクリチャン 牡５鹿 ５５ 田中 勝春上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４９８＋ ８ 〃 クビ １６．３�
１１ � オセアニアボス 牡７青鹿５７ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ５０６＋ ４１：３３．４１� ２２．２	
２３ マヤノライジン 牡１１鹿 ５４ 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４９２＋ ６１：３３．５� ２２２．２

４８ ブリッツェン 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８６＋ ４１：３３．６� ３５．２�
１２ ヤマカツハクリュウ 牡５芦 ５４ 川須 栄彦山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８６＋ ６ 〃 アタマ １９．３�
３６ オースミスパーク 牡７鹿 ５６ 川島 信二�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４７６＋ ２１：３３．７� ５２．１
７１３� ライブコンサート �８黒鹿５７．５ 四位 洋文グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７６－ ６１：３４．１２� ５８．６�
７１４ ガ ン ダ ー ラ 牡６栗 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７６＋ ４１：３４．３１ ９８．８�
６１２ ビッグウィーク 牡５青鹿５８ 福永 祐一谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４７６＋１０１：３４．４� ６２．７�
６１１ タマモナイスプレイ 牡７黒鹿５６ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８８－ ８１：３４．７２ １９３．６�
８１５ シ ル ポ ー ト 牡７鹿 ５８ 幸 英明河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５００－ ２１：３５．９７ １１．４�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １５０，３９２，７００円 複勝： ２１４，７９９，５００円 枠連： １８５，４０５，８００円 馬連： ９２７，２６６，７００円 馬単： ４１９，３２１，０００円

ワイド： ２５４，７０４，４００円 ３連複： １，１５５，３６２，９００円 ３連単： ２，２０８，４９２，０００円 ５重勝： ７６２，６８４，２００円 計： ６，２７８，４２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � ８４０円 枠 連（２－４） １，３９０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ３，５１０円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� １４，３８０円 ３ 連 単 ��� ６８，０９０円

５ 重 勝
対象競走：京都９R／中山１０R／京都１０R／中山１１R／京都１１R

キャリーオーバー なし����� ２４，４７２，２２０円

票 数

単勝票数 計１５０３９２７ 的中 � ２０２２６１（３番人気）
複勝票数 計２１４７９９５ 的中 � ３１３０９９（３番人気）� ３６２５７７（２番人気）� ５０５８６（１０番人気）
枠連票数 計１８５４０５８ 的中 （２－４） １０４９８８（７番人気）
馬連票数 計９２７２６６７ 的中 �� ５４８４８７（４番人気）
馬単票数 計４１９３２１０ 的中 �� １０７７８２（８番人気）
ワイド票数 計２５４７０４４ 的中 �� １２２７３７（４番人気）�� １８３２３（３６番人気）�� ２３５０６（２９番人気）
３連複票数 計１１５５３６２９ 的中 ��� ５９３１２（４８番人気）
３連単票数 計２２０８４９２０ 的中 ��� ２３９３８（２０８番人気）
５重勝票数 計７６２６８４２ 的中 ����� ２３

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．９―１１．９―１２．０―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．７―５７．６―１：０９．６―１：２１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルラクリマ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．２６ 函館１着

２００８．２．２０生 牡４栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター １２戦３勝 賞金 １２０，７０３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時４６分に変更。
〔騎手変更〕 ビッグウィーク号の騎手川田将雅は，第１０競走での落馬による検査のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１７頭 アルゴリズム号・ガルボ号・ケイアイテンジン号・コンティネント号・サウンドアクシス号・ジーエスライカー号・

スマートギア号・セイカアレグロ号・ツルマルネオ号・デュアルスウォード号・トゥニーポート号・
トップカミング号・ドモナラズ号・フォーエバーマーク号・マイネプリンセス号・ミキノバンジョー号・
ミッキーパンプキン号

０１０１２ １月５日 晴 良 （２４京都１）第１日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （芝・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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２３ ブラーニーストーン 牡５芦 ５７
５６ ☆松山 弘平吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７６＋ ６１：０８．７ ６．２�

３４ グッドルッキング 牝６芦 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋１６１：０８．９１� １２．３�

２２ ニホンピロシュラブ 牝５鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B４７６＋ ４ 〃 ハナ ４８．５�
１１ マックスバローズ 牡５栗 ５７ 和田 竜二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４８０＋ ８１：０９．０� １８．１�
８１４ サザンブレイズ 牡４栗 ５６ 福永 祐一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７４＋１４ 〃 クビ ９．４�
７１２ テイラーバートン 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：０９．１� ３．９�
４７ メ ロ ー ト 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４５８＋ ６１：０９．３１� ６１．２	
６１１ シルクナデシコ 牝６栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ １３０．６

７１３ アルーリングムーン 牡６鹿 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋１０ 〃 ハナ ６１．８�
４６ � ウイニングドラゴン 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲水口 優也奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４５２＋ ６ 〃 アタマ ４２．５�
６１０ ニジブルーム 牡４芦 ５６ 岩田 康誠横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ ６．４
８１５ ウエスタンハピネス 牝４鹿 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４９０＋ ８１：０９．４� ２６．８�
３５ 	 エイシンダヴィンチ 牡６青鹿５７ 川須 栄彦平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty B４７８± ０１：０９．５クビ ５９．１�
５８ ドレッドノート 
４栗 ５６ 佐藤 哲三�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６２－ ４１：０９．８１� ５．３�
５９ ビップセレブアイ 牡４青鹿５６ 松岡 正海鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８８＋１２ （競走中止） ８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，３４６，８００円 複勝： ７９，７１１，９００円 枠連： ５８，４３４，０００円

馬連： ２１１，３０９，４００円 馬単： １１７，１５０，３００円 ワイド： ７８，８９８，７００円

３連複： ２６８，２４４，５００円 ３連単： ４９４，４２７，６００円 計： １，３６４，５２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２４０円 � ３５０円 � ８２０円 枠 連（２－３） ２，１７０円

馬 連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ５，１３０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ２，７６０円 �� ３，７５０円

３ 連 複 ��� ２４，９８０円 ３ 連 単 ��� １２５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ５６３４６８ 的中 � ７１９８８（３番人気）
複勝票数 計 ７９７１１９ 的中 � ９９９１３（４番人気）� ６１２０５（６番人気）� ２２２２６（９番人気）
枠連票数 計 ５８４３４０ 的中 （２－３） １９９４７（１２番人気）
馬連票数 計２１１３０９４ 的中 �� ５９３５７（１２番人気）
馬単票数 計１１７１５０３ 的中 �� １６８７９（２２番人気）
ワイド票数 計 ７８８９８７ 的中 �� ２０１６８（１０番人気）�� ６９３６（３０番人気）�� ５０６９（３９番人気）
３連複票数 計２６８２４４５ 的中 ��� ７９２７（７３番人気）
３連単票数 計４９４４２７６ 的中 ��� ２９０４（３７３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．１―１１．４―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．３―４５．７―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラーニーストーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Irish River デビュー ２０１０．３．２１ 阪神５着

２００７．１．２８生 牡５芦 母 フ ェ ル モ イ 母母 Victoress １９戦４勝 賞金 ５４，４５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 テイラーバートン号の騎手川田将雅は，第１０競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
〔競走中止〕 ビップセレブアイ号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出走取消馬 アイスカービング号（疾病〔左前肢挫創〕のため）
※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 ビューティバラード号
（非抽選馬） ２頭 アルーリングライフ号・タマモコントラバス号

対象レース
５レース目



（２４京都１）第１日 １月５日（木曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２６８，０３０，０００円
５，８５０，０００円
１，９００，０００円
２４，７１０，０００円
６１，４１９，５００円
４，８７４，０００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
４５６，６６２，１００円
７００，０４６，６００円
４４１，３０９，８００円
１，８７７，２３５，７００円
１，０１５，９３４，３００円
６２９，３３９，３００円
２，４０９，８８７，４００円
４，３９４，０９６，０００円
７６２，６８４，２００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
５ 重 勝
計 １２，６８７，１９５，４００円

総入場人員 ３４，９２６名 （有料入場人員 ）


