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０１０２５ １月９日 晴 良 （２４京都１）第３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）

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

４７ エスジーブルーム 牝３鹿 ５４ 北村 友一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７４－ ２１：１３．６ ３．８�

５９ ジツリキネオ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 ４５８＋ ６１：１４．０２� ９４．６�
８１５ タガノプラージュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９０＋ ８１：１４．３２ ８．６�

７１３ プラッキーエリーナ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B４４６－ ６１：１４．５１� １５．９�
４８ ブループルチェッラ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４５６＋ ２１：１４．９２� ２．５�
５１０ スマイルモトヒメ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作黒澤 尚氏 千田 輝彦 新冠 飛渡牧場 ４３４－ ６１：１５．１１� ２９１．９�
１２ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８４＋ ２１：１５．２� ９．７	
６１２ ルチルマニッシュ 牝３栗 ５４ 国分 恭介北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 見上牧場 ４６８＋ ４１：１５．５２ ２３５．０

６１１ ロ ミ ル ダ 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか 原口牧場 ３５８± ０１：１５．７１� ５７９．３�
３６ アポロパレス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４４０－ ２１：１５．８クビ １５．４�
７１４ キョウワメルシー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５４－ ４１：１６．１１� １８．６�
８１６ テイエムデイジー 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４６２＋ ８１：１６．５２� ３９０．２�
３５ オキナワエミチャン 牝３鹿 ５４ 川島 信二紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４２０－１０ 〃 クビ ２４９．５�
２３ コーリンデヴァター 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４１６＋１０１：１６．９２� １５５．６�
２４ モンゴールド 牝３芦 ５４ 小牧 太水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４６２－ ８１：１７．７５ ６．５�
１１ カシノオニキス 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２８－ ４１：１７．８� ５６４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９６４，６００円 複勝： ３３，６４２，４００円 枠連： １５，９５０，０００円

馬連： ４７，６１１，３００円 馬単： ３４，５９５，６００円 ワイド： ２３，３９３，７００円

３連複： ６８，４９７，１００円 ３連単： １１７，９５１，２００円 計： ３６０，６０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １，１６０円 � ２９０円 枠 連（４－５） ４，５７０円

馬 連 �� １２，３５０円 馬 単 �� １７，８３０円

ワ イ ド �� ２，５１０円 �� ５９０円 �� ４，６２０円

３ 連 複 ��� ３２，１００円 ３ 連 単 ��� １９１，７４０円

票 数

単勝票数 計 １８９６４６ 的中 � ４０１３７（２番人気）
複勝票数 計 ３３６４２４ 的中 � ７１１６６（２番人気）� ５７４２（９番人気）� ２９６５９（５番人気）
枠連票数 計 １５９５００ 的中 （４－５） ２５８１（１６番人気）
馬連票数 計 ４７６１１３ 的中 �� ２８４６（２８番人気）
馬単票数 計 ３４５９５６ 的中 �� １４３２（４９番人気）
ワイド票数 計 ２３３９３７ 的中 �� ２２２８（２５番人気）�� １０５１５（７番人気）�� １１９１（３２番人気）
３連複票数 計 ６８４９７１ 的中 ��� １５７５（６３番人気）
３連単票数 計１１７９５１２ 的中 ��� ４５４（３７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．６―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．５―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスジーブルーム �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟５着

２００９．３．２７生 牝３鹿 母 エスジービアンカ 母母 チエリーダツチエス ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンゴールド号・カシノオニキス号は，平成２４年２月９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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アートオブパナシェ号・トリエステ号・ドリームスター号
（非抽選馬） ６頭 キボウノハナ号・クイーンズライフ号・ゴールドクリチャン号・ハートオブグリーン号・マラカイトグリーン号・

ロンググラティア号

０１０２６ １月９日 晴 良 （２４京都１）第３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

７１３� ダノンクリエーター 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 村山 明 米 Waterford
Farm ５２０＋ ８１：５５．７ ７．４�

５９ � ラヴァンドゥー 牝３青鹿５４ 川田 将雅幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. ４９０＋ ２１：５６．１２� １．５�

８１６ コスモアケルナル 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ４１：５６．４１� １０６．８�
４８ ロナルドバローズ 牡３黒鹿５６ 北村 友一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 ４４４－ ４１：５７．１４ ２５８．２�
３５ シンゼンユメノスケ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４９０－ ６１：５７．２クビ ３０４．９�
６１２� フ ェ ロ ー ズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc

Farm ５３６＋ ４ 〃 アタマ １２．６	
２３ マイネルボンド 牡３青鹿５６ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４９２＋１０ 〃 クビ ２４．０

７１４� シゲルカシス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己森中 蕃氏 五十嵐忠男 米 Brereton

C. Jones ４８６－ ６１：５７．５１� ６．７�
５１０ ジェットブリット 牡３黒鹿５６ 酒井 学�G１レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ５５４－ ４１：５７．７１ ３０３．１�
８１５ マキハタテノール 牡３鹿 ５６ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４９２＋ ８１：５８．０１� ３５．７
４７ ニシノブンブンマル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 ４６２＋ ６１：５８．１� ５７．９�
２４ ハードコンティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ５０２－ ６１：５８．６３ ６１．２�
６１１ ゴーイングキング 牡３黒鹿５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４８０＋１０１：５９．４５ ５０９．９�
１２ オーミシャイン 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４７８＋２０１：５９．８２� ５０９．９�
１１ ミスズマジシャン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 松浦牧場 ４７４± ０２：０１．２９ ５４５．７�
３６ ハリケーンミノル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ５０８± ０ （競走中止） １０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６８８，４００円 複勝： ７０，２９８，７００円 枠連： １６，８１８，６００円

馬連： ４５，３５５，５００円 馬単： ３９，０１６，７００円 ワイド： ２４，６９１，９００円

３連複： ６８，７４８，２００円 ３連単： １３５，０７２，０００円 計： ４２５，６９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １，１３０円 枠 連（５－７） ２３０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ４，３１０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� １０，８８０円 ３ 連 単 ��� ５４，０００円

票 数

単勝票数 計 ２５６８８４ 的中 � ２７４７２（３番人気）
複勝票数 計 ７０２９８７ 的中 � ６０４５６（２番人気）� ４５２４９６（１番人気）� ５４１１（１０番人気）
枠連票数 計 １６８１８６ 的中 （５－７） ５６１０２（１番人気）
馬連票数 計 ４５３５５５ 的中 �� ６９０２６（２番人気）
馬単票数 計 ３９０１６７ 的中 �� １９６８７（５番人気）
ワイド票数 計 ２４６９１９ 的中 �� ２９６３９（２番人気）�� １２３０（３５番人気）�� ４５０８（１５番人気）
３連複票数 計 ６８７４８２ 的中 ��� ４６６４（２９番人気）
３連単票数 計１３５０７２０ 的中 ��� １８４６（１４１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１３．６―１３．４―１２．９―１２．７―１２．７―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３７．８―５１．２―１：０４．１―１：１６．８―１：２９．５―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ダノンクリエーター �
�
父 Half Ours �

�
母父 Concern デビュー ２０１１．１０．２９ 京都６着

２００９．４．１０生 牡３栗 母 Difficult 母母 Wings of Jove ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔競走中止〕 ハリケーンミノル号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症し，１コーナーで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〕 ミスズマジシャン号は，平成２４年２月９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） ２頭 ジャングルホーム号・ナリタタイフーン号
（非抽選馬） ５頭 ウイニングサルート号・エーシンヴンダバー号・サダムオベーション号・シルクルガール号・

ハイランドジャガー号

第１回　京都競馬　第３日



０１０２７ １月９日 晴 良 （２４京都１）第３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）

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

７１４ トルネードミノル 牡３鹿 ５６ 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４８２＋ ２１：２６．７ ７１．５�

１２ シンキングマシーン 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ４９６± ０１：２６．８� ７．９�
４８ カ ラ ヤ ン 牡３栃栗５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２６．９クビ １４．４�
５１０ テイエムチャンス 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４６８＋ ２１：２７．０� ２２．７�
６１１ モ ネ ロ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４３８＋ ２１：２７．１クビ １２．６�
４７ クレバーウルフ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか グランド牧場 ４６４－ ２１：２７．２� ４．７	
２３ ウインスラッガー 牡３栗 ５６ 浜中 俊
ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４９６＋ ２１：２７．３� １．７�
３６ マンノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６２＋ ６１：２７．４� ４８．８�
１１ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 川田 将雅三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４９０＋ ６１：２７．５クビ ３２．９
３５ ポケットピース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 ４４８＋ ４１：２７．７１ ３３０．３�
２４ セフティリューオー 牡３青 ５６ 太宰 啓介池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ５００＋ ６１：２７．８� ８２．９�
５９ ノボリドリーム 牡３鹿 ５６ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３６＋ ２１：２８．０１� ４２．５�
７１３ メイショウカワカゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 佐山 優 浦河 磯野牧場 ４３４＋ ８１：２８．２１� ６０１．５�
８１５ アグネスコルサ 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡辺 孝男氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ １８４．６�
８１６ トムエピソード 牡３黒鹿５６ 国分 恭介半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５２２－ ８１：２８．３� ４８０．７�
６１２ キーバージョン 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 高瀬 敦 ４８０＋ ６１：３０．１大差 ５１０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５９８，８００円 複勝： ５８，２９０，８００円 枠連： ２１，００２，８００円

馬連： ６４，９２１，４００円 馬単： ５０，８１３，２００円 ワイド： ３５，９３８，９００円

３連複： ９４，４９０，６００円 ３連単： １７５，４１８，４００円 計： ５３２，４７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，１５０円 複 勝 � １，０６０円 � ３２０円 � ４２０円 枠 連（１－７） １０，０６０円

馬 連 �� ２１，１７０円 馬 単 �� ５７，９７０円

ワ イ ド �� ４，５９０円 �� ５，４６０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ６５，６１０円 ３ 連 単 ��� ８８６，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３１５９８８ 的中 � ３４８７（１０番人気）
複勝票数 計 ５８２９０８ 的中 � １２９８８（９番人気）� ５２４０８（３番人気）� ３７７０５（５番人気）
枠連票数 計 ２１００２８ 的中 （１－７） １５４１（２１番人気）
馬連票数 計 ６４９２１４ 的中 �� ２２６４（４１番人気）
馬単票数 計 ５０８１３２ 的中 �� ６４７（８６番人気）
ワイド票数 計 ３５９３８９ 的中 �� １９１２（３９番人気）�� １６０４（４２番人気）�� ５０３２（１８番人気）
３連複票数 計 ９４４９０６ 的中 ��� １０６３（１１９番人気）
３連単票数 計１７５４１８４ 的中 ��� １４６（９７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．８―４８．４―１：０１．１―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．３
３ ・（２，３）７（１，１０）（４，６，８）（５，１１）１４，１５，１３，１６，９＝１２ ４ ・（２，３）７（１，１０）８（４，６）（５，１１）１４（１３，１５）（９，１６）＝１２

勝馬の
紹 介

トルネードミノル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．１１．１３ 京都１２着

２００９．４．２生 牡３鹿 母 マイソールラブ 母母 チェリーコウマン ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１０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） ２頭 アサクサフレンチ号・ヒミノオオワシ号
（非抽選馬） ２頭 クニサキロンワン号・タカノフレンド号

０１０２８ １月９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都１）第３日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３５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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

８１３ スナークスペイン 牡５青鹿６０ 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４６４± ０３：１３．７ ３．７�

２２ タガノバッチグー 牡６鹿 ６０ 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋ ４３：１４．３３� ４．０�

５８ ディアプリンシパル 牡７青 ６０ 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９２＋ ８３：１５．０４ ４．０�
６１０ オンワードデューク 牝４栗 ５７ 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４４０＋ ２３：１５．１クビ １１．８�
７１１ ユウターチェイサー 牡４栗 ５９ 植野 貴也北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４５６－ ６３：１５．３１� ５．６�
４５ � シシャモフレンド 牝７鹿 ５８ 田嶋 翔阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８８－ ６３：１５．４クビ ２１．８�
７１２ アラタマポケット 牡６鹿 ６０ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ２１２．５�
３４ セルリアンデーゲン 牡４栗 ５９ 岩崎 祐己	イクタ 小島 貞博 新冠 越湖ファーム ４５０＋ ４３：１５．７１� ７５．４

３３ � レナプリンセス 牝６鹿 ５８ 田村 太雅	イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ５１２＋１２３：１６．４４ １９６．０�
５７ ビービースカット 牡５青鹿６０ 西谷 誠	坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５３０＋２４３：１７．２５ ２０．２�
８１４ キクノセンヒメ 牝６鹿 ５８ 今村 康成菊池 五郎氏 坪 憲章 新冠 松浦牧場 ４７４＋ ４３：１７．５１� ７９．３
４６ マンハッタンスカイ 牡８黒鹿６０ 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５５０＋ ４３：１７．８１� １２．５�
１１ マーブルアロー 牡６栗 ６０ 黒岩 悠下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ５００＋２０３：２１．４大差 ９１．１�
６９ スリースプリント 牡４鹿 ５９ 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６６－ ４３：３１．６大差 ２３９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２０４，４００円 複勝： ２６，３６０，４００円 枠連： １４，４２１，４００円

馬連： ４２，４７６，９００円 馬単： ３１，０２９，２００円 ワイド： ２１，１９１，０００円

３連複： ６６，４３２，９００円 ３連単： １１２，９２３，７００円 計： ３３２，０３９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（２－８） ７４０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １７２０４４ 的中 � ３７２６９（１番人気）
複勝票数 計 ２６３６０４ 的中 � ５９４７８（１番人気）� ４２５４４（３番人気）� ４６５１１（２番人気）
枠連票数 計 １４４２１４ 的中 （２－８） １４４８８（３番人気）
馬連票数 計 ４２４７６９ 的中 �� ４４００６（１番人気）
馬単票数 計 ３１０２９２ 的中 �� １５４８４（４番人気）
ワイド票数 計 ２１１９１０ 的中 �� １４２８６（４番人気）�� １６１６１（３番人気）�� １４２５４（５番人気）
３連複票数 計 ６６４３２９ 的中 ��� ５３０８４（１番人気）
３連単票数 計１１２９２３７ 的中 ��� ２０３８６（３番人気）

上り １マイル １：４４．８ ４F ５１．４－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スナークスペイン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．７．５ 阪神６着

２００７．４．１生 牡５青鹿 母 エイシンスペイン 母母 エイシンアテイン 障害：３戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 シーフィアレス号



０１０２９ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

２４ バ ン ザ イ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ５０２ ―１：３６．４ １４．７�

４８ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：３６．６１� ５．０�
２３ レイズワーク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート加用 正 新ひだか 小河 豊水 ４９２ ―１：３６．８１ １１．７�
７１４ アドマイヤギャラン 牝３青鹿５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７８ ―１：３６．９� ２．０�
３６ サンマルクイーン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 ４６８ ―１：３７．２２ １５．０�
６１２ マヤノオントロジー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 ４９４ ― 〃 ハナ ６６．３�
５１０ ブラックビスケット 牝３黒鹿５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 ４１８ ―１：３７．３クビ ７７．９	
１２ ランフォージン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２ ― 〃 アタマ １０２．１

１１ ユ ウ ウ イ ン 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８８ ―１：３７．５１� ７９．６�
５９ メイショウオハツ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４７８ ―１：３７．７１� ６３．６
４７ サンライズスマート 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６８ ―１：３８．０１� ９．０�
７１３ モズブラックアイ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠北側 雅司氏 森 秀行 日高 目黒牧場 ４８６ ―１：３８．２１� １００．９�
６１１ シゲルプラム 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 渕瀬フアーム ４４８ ―１：３８．５１� ２６６．２�
３５ プレーヌリュヌ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２ ―１：３８．６� ８．２�
８１５ ローザロッチェ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ５０６ ―１：４０．１９ ７７．９	
８１６ テ ア ト ゥ ロ 牝３鹿 ５４ 川島 信二田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４７２ ―１：４０．７３� ２８５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３０８，９００円 複勝： ３５，９１４，１００円 枠連： ２０，２８６，６００円

馬連： ５４，１３８，９００円 馬単： ３９，５８１，１００円 ワイド： ２５，０９０，９００円

３連複： ７２，１２０，８００円 ３連単： １２０，６５３，６００円 計： ３９４，０９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３２０円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（２－４） ９４０円

馬 連 �� ３，８６０円 馬 単 �� ９，８５０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� １，４４０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １０，９４０円 ３ 連 単 ��� ９５，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２６３０８９ 的中 � １４１８０（６番人気）
複勝票数 計 ３５９１４１ 的中 � ２８８３１（５番人気）� ５０７９４（２番人気）� ２５９９３（６番人気）
枠連票数 計 ２０２８６６ 的中 （２－４） １６０５１（５番人気）
馬連票数 計 ５４１３８９ 的中 �� １０３６１（１６番人気）
馬単票数 計 ３９５８１１ 的中 �� ２９６８（３６番人気）
ワイド票数 計 ２５０９０９ 的中 �� ４５０９（１６番人気）�� ４２５９（１７番人気）�� ５９７７（９番人気）
３連複票数 計 ７２１２０８ 的中 ��� ４８６６（３３番人気）
３連単票数 計１２０６５３６ 的中 ��� ９２９（２７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．６―１２．６―１２．５―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．７―１：００．３―１：１２．８―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ン ザ イ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００９．３．５生 牡３栗 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円

０１０３０ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５分 （ダート・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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３３ フリートストリート 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９８ ―１：５６．１ １．６�

８１３ ローレルブレイズ 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ローレルレーシング 大久保龍志 新冠 松浦牧場 ５１０ ―１：５６．３１� ２２．７�
６９ トニーポケット 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 浩氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４７８ ―１：５７．３６ ６８．２�
７１１ ウインバトルシップ 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝�ウイン 鮫島 一歩 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３４ ― 〃 ハナ ６．０�
８１２ スリートップガン 牡３栗 ５６ 川田 将雅永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ５０８ ―１：５７．４� １２．１�
４４ パールダンシング 牝３芦 ５４ 浜中 俊迎 徹氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 正美 ４９６ ―１：５８．２５ ３７．７�
７１０ ヴァイスヴェルト 牡３芦 ５６ 和田 竜二	ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 ４５４ ― 〃 アタマ ７．４

１１ タガノビッグバン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０６ ―１：５８．７３ ４６．４�
４５ ケイエスファントム 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ５２２ ―１：５９．０２ １０．８�
５７ リッカタテヤマ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新冠 赤石 久夫 ４８２ ―１：５９．１クビ １３２．８
５６ イイデリバイブ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 武田牧場 ４６４ ―２：００．３７ ９５．５�
２２ ウイニングオン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦奥村 幸男氏 小原伊佐美 新冠 村上 雅規 ４６４ ―２：００．９３� １３５．０�
６８ ト シ ツ バ サ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作上村 叶氏 藤沢 則雄 鹿児島 伊東 政清 ４７０ ―２：０２．２８ ２１１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，６８１，５００円 複勝： ３８，１６９，１００円 枠連： ２１，８７５，８００円

馬連： ５４，３１８，７００円 馬単： ４４，９０１，２００円 ワイド： ２５，９３５，６００円

３連複： ７０，１３８，２００円 ３連単： １４５，０３３，９００円 計： ４２６，０５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � ３８０円 � ７７０円 枠 連（３－８） ５２０円

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� １，０６０円 �� ５，１５０円

３ 連 複 ��� １２，２９０円 ３ 連 単 ��� ３５，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２５６８１５ 的中 � １３１７３０（１番人気）
複勝票数 計 ３８１６９１ 的中 � １５３９８４（１番人気）� １８６２５（６番人気）� ８０２７（９番人気）
枠連票数 計 ２１８７５８ 的中 （３－８） ３１４７９（２番人気）
馬連票数 計 ５４３１８７ 的中 �� ２６６２１（５番人気）
馬単票数 計 ４４９０１２ 的中 �� １８７０８（６番人気）
ワイド票数 計 ２５９３５６ 的中 �� １１２１２（６番人気）�� ６０３７（１４番人気）�� １１６８（３６番人気）
３連複票数 計 ７０１３８２ 的中 ��� ４２１５（３６番人気）
３連単票数 計１４５０３３９ 的中 ��� ３０４８（１０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３８．４―５２．１―１：０５．５―１：１８．４―１：３０．８―１：４３．１

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

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

勝馬の
紹 介

フリートストリート �
�
父 Street Sense �

�
母父 Singspiel 初出走

２００９．４．１０生 牡３芦 母 ジェニーリンド 母母 Negligent １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トシツバサ号は，平成２４年２月９日まで平地競走に出走できない。



０１０３１ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第７競走 ��１，９００�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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

８１５ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９８＋ ６２：００．９ ３．０�

３６ � テーオーダンシング �５鹿 ５７ 小牧 太小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２８＋ ４２：０１．１１� ６０．８�
８１６ ダヴィンチバローズ 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ ２０．１�
５１０ ア ル バ ト ン 牡５栗 ５７ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
１１ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ６２：０１．２� ３１．７�
７１３ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４２：０１．４１ ５．２	
２４ � マサノエクスプレス 牡４鹿 ５６ 国分 恭介古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４０± ０２：０１．６１ ３０５．５

４７ キングブラーボ 牡４黒鹿５６ 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１６－ ２２：０２．０２� ５１．９�
７１４ ラインレグルス 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９０± ０ 〃 アタマ １０３．０�
１２ タガノリベラノ 牝４黒鹿５４ 岩田 康誠八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４７０＋２２２：０２．１� ９．０
４８ � オグリシュンコー 牡４芦 ５６ 黒岩 悠小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７８＋ ８２：０２．２クビ ２０１．６�
６１２ トランソニック 牡６栗 ５７ 浜中 俊太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４７２－ ２２：０２．４１	 ２０．５�
３５ トップチェッカー 牡４黒鹿５６ 池添 謙一吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４５６＋ ６ 〃 アタマ １６．７�
６１１ フミノキララ 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４４８＋ ４２：０２．９３ ２６８．８�
２３ メイショウイッシン 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５２２＋２０２：０４．１７ １５．５�
５９ シルクエスティーム 牡４黒鹿５６ 佐藤 哲三有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 山岡ファーム ４８８＋２８２：０７．０大差 １９９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２１４，２００円 複勝： ４７，５４９，５００円 枠連： ２２，０９５，７００円

馬連： ８２，１４４，６００円 馬単： ４８，５４９，３００円 ワイド： ３７，１２８，０００円

３連複： １０８，３７５，８００円 ３連単： １８０，６２４，６００円 計： ５５３，６８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � １，０３０円 � ６００円 枠 連（３－８） １，７７０円

馬 連 �� １１，１２０円 馬 単 �� １６，８３０円

ワ イ ド �� ３，３８０円 �� １，１３０円 �� ９，６２０円

３ 連 複 ��� ４９，６５０円 ３ 連 単 ��� ２４４，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２７２１４２ 的中 � ７２９３３（１番人気）
複勝票数 計 ４７５４９５ 的中 � １１００３０（１番人気）� ９５３４（１０番人気）� １７６２２（８番人気）
枠連票数 計 ２２０９５７ 的中 （３－８） ９２５５（７番人気）
馬連票数 計 ８２１４４６ 的中 �� ５４５３（２９番人気）
馬単票数 計 ４８５４９３ 的中 �� ２１３０（５１番人気）
ワイド票数 計 ３７１２８０ 的中 �� ２６８１（３１番人気）�� ８４２３（１２番人気）�� ９２６（５６番人気）
３連複票数 計１０８３７５８ 的中 ��� １６１１（１０１番人気）
３連単票数 計１８０６２４６ 的中 ��� ５４６（５２２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．３―３０．３―４３．４―５６．８―１：０９．９―１：２２．６―１：３５．３―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３
３（４，７）５（１３，１４）（２，１５，１６）１１（８，６）１０，１２，１＝９・（３，４）（７，１４）（５，１３）（１５，１０，１）（２，１６）６（８，１１，１２）＝９

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

勝馬の
紹 介

ドリームマジシャン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ギヤロツプダイナ デビュー ２００９．１０．２５ 京都４着

２００７．３．２４生 牡５青鹿 母 マイネマジック 母母 レツドフラツシユ ２０戦３勝 賞金 ４２，２４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクエスティーム号は，平成２４年２月９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 シルクマッドネス号

０１０３２ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１６ ミッキーバラード 牡５鹿 ５７ 北村 友一野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５３８＋１４１：５２．６ ３３．５�

７１４ ゴールデンアタック 牡４栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４８８＋ ４１：５２．７� １７．１�
２３ スカイスクレイパー 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 ４８２＋ ４ 〃 クビ ５．２�
８１５ オーシャンパワー 牡４鹿 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６２± ０１：５２．８クビ ５０．３�
３６ エーシンバリントン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ９．６�
３５ エアラギオール 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６－ ４１：５２．９� ６．７�
５１０ タイキジャガー 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝	大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０－ ８１：５３．０� ２４．２

５９ カレンジェニオ 牡４栗 ５６ 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８４＋ ４１：５３．１� ９．０�
７１３ ユジェニックブルー 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆国分 優作 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３２＋ ２１：５３．２クビ ２４．０�
２４ ナリタシーズン 牡５栗 ５７

５４ ▲森 一馬�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５００± ０１：５３．９４ ４７１．２
４８ コウエイテンプウ 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ５０４＋２０ 〃 ハナ １９５．９�
１１ 	 サウンドボルケーノ 牡４栗 ５６ 四位 洋文増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners ５１８＋２０１：５４．５３� ４１．６�
１２ エ ン リ ル 牡４栃栗５６ 佐藤 哲三前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ８１：５４．６クビ ３．１�
６１２
 エーシンアガペー 牝５青 ５５ 川田 将雅�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 B４６６± ０１：５４．７� ４１．０�
４７ 
 サクラエンブレム 牡５青 ５７ 荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５０８＋ ４１：５６．１９ ３０．１�
６１１ ネオリアライズ 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４７６＋ ２１：５７．９大差 １０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８４３，０００円 複勝： ６０，５３７，６００円 枠連： ３２，１２２，２００円

馬連： １０８，６３５，７００円 馬単： ６０，９６５，３００円 ワイド： ４６，９６８，７００円

３連複： １４２，３３８，２００円 ３連単： ２２０，３６７，０００円 計： ７０５，７７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３５０円 複 勝 � ７９０円 � ４７０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ４，６８０円

馬 連 �� ２０，６９０円 馬 単 �� ５０，５００円

ワ イ ド �� ５，８６０円 �� ２，６１０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ４３，７００円 ３ 連 単 ��� ４５５，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３３８４３０ 的中 � ７９７４（１１番人気）
複勝票数 計 ６０５３７６ 的中 � １７４２９（１１番人気）� ３１９３６（７番人気）� ９１５３６（２番人気）
枠連票数 計 ３２１２２２ 的中 （７－８） ５０７３（２０番人気）
馬連票数 計１０８６３５７ 的中 �� ３８７６（６４番人気）
馬単票数 計 ６０９６５３ 的中 �� ８９１（１３７番人気）
ワイド票数 計 ４６９６８７ 的中 �� １９４０（６８番人気）�� ４４２９（３１番人気）�� ７３６２（１７番人気）
３連複票数 計１４２３３８２ 的中 ��� ２４０４（１３６番人気）
３連単票数 計２２０３６７０ 的中 ��� ３５７（１１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．７―３５．９―４８．３―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．３―１：３９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３
１１（２，９，１２）４，３，６（５，１６）－１４，１０，８（１５，１３）１，７・（１１，１２，２，９）６（５，１０，３，１６）（１４，１３，１，７）１５（８，４）

２
４

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

勝馬の
紹 介

ミッキーバラード �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．３．７ 阪神１１着

２００７．２．１生 牡５鹿 母 セイントリースカウト 母母 Fit to Scout １３戦４勝 賞金 ４２，１７９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオリアライズ号は，平成２４年２月９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。
（非抽選馬） ５頭 アキノグローブ号・アキノモーグル号・アプローズヒーロー号・エンジョイタイム号・ホワイトアルバム号



０１０３３ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第９競走 ��
��２，０００�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

７９ サイレントサタデー 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム ４７６－ ８２：０２．２ ６２．２�

４４ マ カ ハ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム ４５０－ ２２：０２．４１� ８．９�
５５ ショウナンタケル 牡３栗 ５６ 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０－ ２ 〃 ハナ １４．８�
６８ ヒストリカル 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 ４４０－ ２ 〃 クビ ３．５�
１１ エタンダール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４３８± ０２：０２．６１� ７．３�
８１２ タガノグーフォ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ６７．４�
５６ ミルドリーム 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２８± ０２：０２．７� １３．７	
６７ カネトシアブニール 牡３芦 ５６ 熊沢 重文兼松 利男氏 大橋 勇樹 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２２：０２．８� ６９．６

３３ ヴァンガード 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４＋ ２２：０３．２２� ３０．２�
７１０ ナリタポセイドン 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２２：０３．６２� ９．０�
２２ エーシングングン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 ４７０＋ ２ 〃 アタマ １５．５
８１１ レッドアーヴィング 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４９２± ０２：０３．９１� ３．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６１，６３３，７００円 複勝： ９１，４４２，０００円 枠連： ３１，４２９，５００円

馬連： １６０，４７８，７００円 馬単： ９１，８４６，３００円 ワイド： ６２，５３６，４００円

３連複： １８５，３２３，２００円 ３連単： ３４８，２０１，６００円 計： １，０３２，８９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，２２０円 複 勝 � １，６８０円 � ３２０円 � ４４０円 枠 連（４－７） ３，６８０円

馬 連 �� ２３，３５０円 馬 単 �� ６４，９３０円

ワ イ ド �� ６，１８０円 �� ５，５５０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ６８，１５０円 ３ 連 単 ��� ６１６，２５０円

票 数

単勝票数 計 ６１６３３７ 的中 � ７８２０（１０番人気）
複勝票数 計 ９１４４２０ 的中 � １２６９１（１２番人気）� ８４３９７（５番人気）� ５５６５８（８番人気）
枠連票数 計 ３１４２９５ 的中 （４－７） ６３０６（１８番人気）
馬連票数 計１６０４７８７ 的中 �� ５０７４（５３番人気）
馬単票数 計 ９１８４６３ 的中 �� １０４４（１１６番人気）
ワイド票数 計 ６２５３６４ 的中 �� ２４６３（５８番人気）�� ２７４７（５４番人気）�� ９４５６（２５番人気）
３連複票数 計１８５３２３２ 的中 ��� ２００７（１５５番人気）
３連単票数 計３４８２０１６ 的中 ��� ４１７（１０２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．７―４９．７―１：０２．９―１：１６．０―１：２８．１―１：３９．５―１：５０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイレントサタデー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．３ 中山１着

２００９．６．６生 牡３鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター ２戦２勝 賞金 １６，８０８，０００円

０１０３４ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�

しんしゅん

新春ステークス
発走１５時１０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

６６ � オ ー セ ロ ワ �６栗 ５７ 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.
Rutherford ４９８± ０１：２２．４ ８．６�

２２ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ７．６�
６７ ワ イ ズ リ ー �４栗 ５６ 小林 徹弥前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６－ ２１：２２．５	 １１．２�
７９ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５７ 上村 洋行中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５１０± ０１：２２．６
 ５０．１�
１１ ディアブラーダ 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４７４＋１６ 〃 ハナ １６．６�
７８ ナシュワンヒーロー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４５０＋ ４１：２２．７クビ １５．２	
５５ � ノーブルジュエリー 牝４黒鹿５４ 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm ４９６± ０ 〃 アタマ １．５

８１０ ピースピース 牡６鹿 ５７ 川田 将雅��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ２２．５�
３３ イセノスバル 牡６青 ５７ 芹沢 純一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２８＋ ４ 〃 アタマ １３４．７�
８１１ タイガーストーン 牡６鹿 ５７ 小牧 太河� 五市氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５１２＋ ２１：２２．８クビ ３８．８
４４ サウンドバリアー 牝５芦 ５５ 佐藤 哲三増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ５００＋４０ 〃 ハナ ７５．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５５，２１６，５００円 複勝： １０９，７１５，５００円 枠連： ３９，３３７，４００円

馬連： １４９，５９６，９００円 馬単： １１３，７８６，４００円 ワイド： ６０，１４５，６００円

３連複： １８８，１９６，２００円 ３連単： ５１２，２７０，５００円 計： １，２２８，２６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３３０円 � ２５０円 � ３６０円 枠 連（２－６） １，５２０円

馬 連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ５，７８０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ９２０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ３８，２３０円

票 数

単勝票数 計 ５５２１６５ 的中 � ５１０６４（３番人気）
複勝票数 計１０９７１５５ 的中 � ８６２２８（３番人気）� １２８３０５（２番人気）� ７６９４８（４番人気）
枠連票数 計 ３９３３７４ 的中 （２－６） １９２１４（６番人気）
馬連票数 計１４９５９６９ 的中 �� ４５２１３（７番人気）
馬単票数 計１１３７８６４ 的中 �� １４５３８（１５番人気）
ワイド票数 計 ６０１４５６ 的中 �� ２１３５０（７番人気）�� １５９５６（１１番人気）�� １９３９３（８番人気）
３連複票数 計１８８１９６２ 的中 ��� ２４２７４（１９番人気）
３連単票数 計５１２２７０５ 的中 ��� ９８９１（１０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．８―４７．７―５９．４―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ ー セ ロ ワ �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Cozzene デビュー ２００９．７．１１ 阪神９着

２００６．２．１６生 �６栗 母 Sixtyone Margaux 母母 West Sider ２０戦５勝 賞金 ７４，４６１，０００円



０１０３５ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�

よどたんきょり

淀短距離ステークス
発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万
円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

２２ エーシンダックマン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６－ ２１：０７．５ ４．７�

３３ スギノエンデバー 牡４鹿 ５４ 池添 謙一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５０＋ ２１：０８．１３� ８．７�
７１１ ドリームバレンチノ 牡５青 ５６ 安藤 勝己セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２１：０８．４１	 ３．６�
６９ ワンカラット 牝６黒鹿５７ 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５４０－ ４１：０８．７２ ５．１�
４６ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５６ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１８± ０ 〃 ハナ １４．０�
１１ ワイルドラズベリー 牝５鹿 ５３ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４１：０８．９１� ５．９�
５８ サワノパンサー 牡６鹿 ５６ 北村 友一澤田 	子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４８± ０ 〃 クビ ５１．５

３４ フレンチカクタス 牝４黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ５１４＋ ４１：０９．１１ １９．０�
４５ セブンシークィーン 牝６栗 ５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８８＋ ２１：０９．２� １１５．４�
６１０ コパノオーシャンズ 牝８黒鹿５４ 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３０± ０１：０９．７３ ６３．３
８１４ フォーエバーマーク 牝４鹿 ５２ 藤田 伸二青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９４－ ４ 〃 ハナ ２２．０�
７１２ ベイリングボーイ 牡８栗 ５６ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ８４．４�
５７ シセイカグヤ 牝６鹿 ５４ 四位 洋文猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６２－ ８１：０９．９１� ２７．３�
８１３ マルモセーラ 牝４黒鹿５２ 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４９６＋１６１：１０．９６ ４７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９２，９０１，６００円 複勝： １４２，８５１，９００円 枠連： ８５，０５２，７００円

馬連： ４３３，５５２，８００円 馬単： ２１９，８０７，５００円 ワイド： １３１，４４９，５００円

３連複： ５３７，５４７，０００円 ３連単： １，０４１，１７９，２００円 計： ２，６８４，３４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（２－３） １，３５０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド �� ５００円 �� ３７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� １１，５９０円

票 数

単勝票数 計 ９２９０１６ 的中 � １５７８００（２番人気）
複勝票数 計１４２８５１９ 的中 � ２１６２９４（２番人気）� １４３３８２（５番人気）� ３２３５９７（１番人気）
枠連票数 計 ８５０５２７ 的中 （２－３） ４６６３６（５番人気）
馬連票数 計４３３５５２８ 的中 �� ２０２３８１（６番人気）
馬単票数 計２１９８０７５ 的中 �� ５２３７６（１０番人気）
ワイド票数 計１３１４４９５ 的中 �� ６３３２８（５番人気）�� ９０５７５（１番人気）�� ７０４３５（３番人気）
３連複票数 計５３７５４７０ 的中 ��� ２１３３８２（２番人気）
３連単票数 計１０４１１７９２ 的中 ��� ６６３１０（２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１０．８―１１．０―１１．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．５―４４．５―５５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．８―３F３４．０
３ ２，４，１４－（３，６，１３）１１，５（１，９）１２（８，７）－１０ ４ ２－４（３，１４）６（１，１１）（５，１３）９（８，１２）７－１０

勝馬の
紹 介

エーシンダックマン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２００９．６．２０ 阪神１着

２００７．３．６生 牡５鹿 母 エイシンチタニア 母母 ヴィデオピアノ １９戦６勝 賞金 １１６，７５５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルモセーラ号は，平成２４年２月９日まで平地競走に出走できない。

０１０３６ １月９日 曇 良 （２４京都１）第３日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・右・外）

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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４８ スティルゴールド 牡５黒鹿５７ 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４９０± ０１：３５．４ ４．９�

６１１ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１８＋ ４ 〃 クビ ７．３�
３６ ビーチパレード 牝４黒鹿５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８ 〃 ハナ １３．１�
１２ ドリームクラフト 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ６ 〃 ハナ ２．１�
４７ タマモコントラバス 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ １６．５�
７１３ シルクフラッシュ 牡４芦 ５６ 四位 洋文有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 B４６０－ ４ 〃 ハナ ９．５	
８１６ マイネルロガール 牡４鹿 ５６ 幸 英明 �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 B４９０＋ ２１：３５．５クビ １２．７

８１５ リッカコウユウ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５４＋ ４１：３５．６� １３３．６�
５１０ ナリタシリカ 牝６黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４６０＋ ４１：３５．７クビ ５３．２�
５９ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ １１６．３
２３ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ４５．１�

３５ マーブルデイビー 牡６栗 ５７ 上野 翔下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４９０＋ ４１：３５．９１ １２３．２�
２４ ウェザーサイド 牡６鹿 ５７ 国分 恭介吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４ 〃 アタマ ７５．３�
６１２� メ タ リ ッ ク 牡８芦 ５７ 荻野 琢真�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４６８－ ２１：３６．４３ ２７８．４�
１１ メイショウシェイク 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５１４± ０１：３６．７２ ８０．６�
７１４ サーランスロット 牡４鹿 ５６ 和田 竜二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １１０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７３，２４９，４００円 複勝： ９３，８３６，５００円 枠連： ５８，００８，８００円

馬連： ２１４，８７０，０００円 馬単： １４２，９００，４００円 ワイド： ８８，７６３，５００円

３連複： ２８０，４３０，７００円 ３連単： ６２２，３６０，８００円 計： １，５７４，４２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ２３０円 � ３００円 枠 連（４－６） １，５３０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ８３０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，２８０円 ３ 連 単 ��� ３２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ７３２４９４ 的中 � １１９６７３（２番人気）
複勝票数 計 ９３８３６５ 的中 � １４１６４２（２番人気）� １０８５２８（３番人気）� ７６１８０（５番人気）
枠連票数 計 ５８００８８ 的中 （４－６） ２８０１７（６番人気）
馬連票数 計２１４８７００ 的中 �� ８７２８１（７番人気）
馬単票数 計１４２９００４ 的中 �� ３１３２９（１０番人気）
ワイド票数 計 ８８７６３５ 的中 �� ３４８４８（６番人気）�� ２６５０８（９番人気）�� １６４５９（１３番人気）
３連複票数 計２８０４３０７ 的中 ��� ２８４４２（２０番人気）
３連単票数 計６２２３６０８ 的中 ��� １４０８０（８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．７―３５．６―４８．０―１：００．３―１：１１．９―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スティルゴールド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．２．２８ 阪神１着

２００７．３．２６生 牡５黒鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali １４戦４勝 賞金 ３６，９００，０００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。
（非当選馬） ３頭 ヴィジャイ号・キョウエイアシュラ号・サイカニア号
（非抽選馬） １頭 シンボリストーム号



（２４京都１）第３日 １月９日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２０５，９６０，０００円
６，８４０，０００円
１，３９０，０００円
１８，４５０，０００円
５９，９４７，５００円
５，２５０，８００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
４８９，５０５，０００円
８０８，６０８，５００円
３７８，４０１，５００円
１，４５８，１０１，４００円
９１７，７９２，２００円
５８３，２３３，７００円
１，８８２，６３８，９００円
３，７３２，０５６，５００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 １０，２５０，３３７，７００円

総入場人員 ２１，２７５名 （有料入場人員 １９，５２３名）


