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０１０４９ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時１０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

３５ � サウンドガガ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

４６６± ０１：１２．９ ３．７�

２４ メイショウゾンビ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ６．７�
６１２ グランプリブルー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６１：１３．６４ １３．６�
４７ � エイシンピューマ 牝３青鹿５４ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米

O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

４５６－ ６ 〃 ハナ ３．３�
７１３ ユリオプスデイジー 牝３栗 ５４ 和田 竜二飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２１：１３．７クビ ５．８�
７１４ メイショウフォロー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １７．９�
８１６ ヒラボクダッシュ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム ４４４＋１０１：１４．４４ １０．３	
５１０ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ５０６＋１４１：１４．６１� １２４．２

８１５� シゲルカリン 牡３栗 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. ４９６－ ４１：１５．０２� ２７．２�
１２ フェアリーズサン 牡３栃栗５６ 中村 将之河村 �平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４６８＋ ８１：１５．５３ ２１４．２
６１１ クニサキロンワン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ４２７．７�
５９ ビジュアルサポート 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 ４４０－ ４１：１６．６７ ７６．８�
１１ アサクサフレンチ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５４± ０１：１６．８１� ２１４．６�
３６ スリーピングリーゼ 牡３栗 ５６ 竹之下智昭吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム ４８０± ０１：１６．９� ２５９．８�
２３ コ ル マ ー ル 牡３栗 ５６ 国分 恭介北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ４８０＋ ４１：１８．９大差 １６０．６�
４８ コ マ ノ ラ ブ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４４６± ０ （競走中止） １９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７９１，９００円 複勝： ２５，５５０，８００円 枠連： １１，６５９，５００円

馬連： ４０，２００，４００円 馬単： ２８，２３９，７００円 ワイド： １８，７１０，７００円

３連複： ６０，９３７，１００円 ３連単： ８７，５４４，７００円 計： ２８８，６３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ３８０円 枠 連（２－３） １，４７０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，１８０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ７，５５０円 ３ 連 単 ��� ２７，８９０円

票 数

単勝票数 計 １５７９１９ 的中 � ３４４２０（２番人気）
複勝票数 計 ２５５５０８ 的中 � ５１９４９（２番人気）� ３１３２１（４番人気）� １４２４６（６番人気）
枠連票数 計 １１６５９５ 的中 （２－３） ５８８８（７番人気）
馬連票数 計 ４０２００４ 的中 �� ２３０４９（４番人気）
馬単票数 計 ２８２３９７ 的中 �� ７２６７（９番人気）
ワイド票数 計 １８７１０７ 的中 �� ９２４３（４番人気）�� ３８１４（１４番人気）�� ２７１９（２５番人気）
３連複票数 計 ６０９３７１ 的中 ��� ５９６１（２６番人気）
３連単票数 計 ８７５４４７ 的中 ��� ２３１７（８７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．８―１２．０―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．３―３６．１―４８．１―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドガガ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Phone Trick デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神６着

２００９．５．３生 牝３黒鹿 母 Whistle Call 母母 Find Happiness ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 コマノラブ号は，競走中に疾病〔左下腿骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 サチノタカチホ号の騎手小林徹弥は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（１１番・６番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コルマール号は，平成２４年２月１５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クイーンズライフ号・ハートオブグリーン号・モンテビアンコ号

０１０５０ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

２３ ハイランドジャガー 牡３芦 ５６ 熊沢 重文小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５１０－ ４１：５５．６ ４６．３�

２４ ウイニングサルート 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋ ２１：５５．７� ４．８�
１２ タマモライオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４５６－ ２１：５６．０２ １３．１�
３６ 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± ０１：５６．２１� ２．７�
８１５ フォントルロイ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 クビ ２４．６�
３５ シゲルスイカ 牡３青鹿５６ 中村 将之森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 ４８２－ ８１：５６．７３ ５０．４�
４８ ハッピーストーリー 牡３黒鹿５６ 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 ５３２＋２６１：５６．９１� ３６．８	
４７ ウノギムレット 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４１：５７．１� ２０．１

６１２ キョウワドリーム 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４８２＋ ４１：５７．３１� ２０１．９�
７１４ シルクルガール 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大有限会社シルク西浦 勝一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５００－ ４１：５７．４� ３０．１
６１１ エーシンヴンダバー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 築紫 洋 ４９６－１０１：５７．５� ３．１�
１１ ジョウノメジャー 牡３栗 ５６ 小坂 忠士小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２＋ ８１：５７．６クビ ８５．１�
５９ テイエムセイリュウ 牡３青鹿５６ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 ４７４＋ ２１：５７．８１� ８７．０�
７１３ カネトシアージ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 ４５０＋ ２１：５９．１８ ３１９．５�
５１０ アンクルスパート 牡３栗 ５６ 福永 祐一塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ５０６－ ６１：５９．２� １８．９�
８１６ トウショウジュピタ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２４± ０１：５９．９４ ３１１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７５５，６００円 複勝： ３４，２０１，２００円 枠連： １１，２０２，６００円

馬連： ４０，６２３，０００円 馬単： ３１，４８２，５００円 ワイド： ２１，１０２，３００円

３連複： ６４，０８５，３００円 ３連単： ９９，８１８，２００円 計： ３２０，２７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６３０円 複 勝 � ２，５２０円 � ２７０円 � ３７０円 枠 連（２－２） ２９，５３０円

馬 連 �� ３５，４８０円 馬 単 �� １０５，１４０円

ワ イ ド �� ８，１２０円 �� ８，４８０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ８５，３７０円 ３ 連 単 ��� ７５９，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７７５５６ 的中 � ３０２７（１０番人気）
複勝票数 計 ３４２０１２ 的中 � ３００８（１３番人気）� ３９２４４（３番人気）� ２４８５９（４番人気）
枠連票数 計 １１２０２６ 的中 （２－２） ２８０（３２番人気）
馬連票数 計 ４０６２３０ 的中 �� ８４５（５５番人気）
馬単票数 計 ３１４８２５ 的中 �� ２２１（１２１番人気）
ワイド票数 計 ２１１０２３ 的中 �� ６２７（５２番人気）�� ６００（５４番人気）�� ４８６９（１１番人気）
３連複票数 計 ６４０８５３ 的中 ��� ５５４（１３９番人気）
３連単票数 計 ９９８１８２ 的中 ��� ９７（１０００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．４―５０．８―１：０４．６―１：１７．９―１：３０．８―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．７
１
３

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

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

ハイランドジャガー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Danzig デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神９着

２００９．１．２１生 牡３芦 母 ノベンバーサンライズ 母母 Timely Roman ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サダムオベーション号・シルクメガスター号・スズカキングダム号

第１回　京都競馬　第５日



０１０５１ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

５９ トップオブザヘヴン 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４７２＋１４１：１３．１ １２．８�

６１１ スマイリングムーン 牝４黒鹿５４ 福永 祐一吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ４９６－ ２１：１３．４１� １１．５�
８１６ アドマイヤオンリー 牝５芦 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ６１：１３．５� ８．３�
２３ ガールズストーリー 牝４黒鹿５４ 秋山真一郎吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４３０＋ ４ 〃 アタマ ３．６�
１２ ヴィクトリーマーチ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７２＋２０１：１３．８２ １８．８�
４８ ラ パ ヌ イ 牝４鹿 ５４ 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ４１：１３．９クビ ５．７�
３５ ノ ア ノ ア 牝４芦 ５４ 川田 将雅M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ５１０＋ ４１：１４．０� １１．０	
５１０� ノブクィーン 牝５黒鹿５５ 高田 潤前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４５６－ ４１：１４．１� ２１１．８

８１５ ミラクルベリー 牝４黒鹿５４ 池添 謙一市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 クビ １７．２�
６１２ トーアシシイ 牝４栗 ５４ 幸 英明高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ５５．１
７１４ ワンダードレッシー 牝４鹿 ５４ 和田 竜二山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４８０－ ６１：１４．３１� ５８．１�
１１ � アイスメアー 牝４栗 ５４ 渡辺 薫彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤平 和実 ４５４＋ ８１：１４．５１ ５．３�
７１３ ケイオーレデイ 牝４鹿 ５４ 武 豊ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 パカパカ

ファーム ４２６＋ ６１：１４．６� １０７．９�
４７ プリンセスエリー 牝５黒鹿５５ 熊沢 重文�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ５０４＋ ６１：１４．９１� １８．０�
２４ ハローエフェクト 牝４鹿 ５４ 小牧 太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４５４＋１４１：１５．３２� ５２．５�
３６ シゲルカンリカン 牝４芦 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４７６＋１０１：１６．０４ ３９９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６２０，９００円 複勝： ３１，７６５，８００円 枠連： １５，７１９，５００円

馬連： ４６，５４４，３００円 馬単： ２９，１００，９００円 ワイド： ２３，５０３，１００円

３連複： ７３，２３４，７００円 ３連単： ９４，６０３，０００円 計： ３３３，０９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３９０円 � ４６０円 � ２９０円 枠 連（５－６） ６，９００円

馬 連 �� ８，７２０円 馬 単 �� ２０，５８０円

ワ イ ド �� ２，３８０円 �� １，８７０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ２５，４２０円 ３ 連 単 ��� １５３，１１０円

票 数

単勝票数 計 １８６２０９ 的中 � １１５２７（７番人気）
複勝票数 計 ３１７６５８ 的中 � ２１２０２（５番人気）� １７３２７（７番人気）� ３１３３６（４番人気）
枠連票数 計 １５７１９５ 的中 （５－６） １６８３（２４番人気）
馬連票数 計 ４６５４４３ 的中 �� ３９４０（３２番人気）
馬単票数 計 ２９１００９ 的中 �� １０４４（７０番人気）
ワイド票数 計 ２３５０３１ 的中 �� ２４１６（３０番人気）�� ３１１５（２７番人気）�� ３２０１（２３番人気）
３連複票数 計 ７３２３４７ 的中 ��� ２１２７（８７番人気）
３連単票数 計 ９４６０３０ 的中 ��� ４５６（５１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．０―１２．２―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．８―３５．８―４８．０―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップオブザヘヴン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００９．７．５ 札幌３着

２００７．４．１５生 牝５黒鹿 母 アイアンドユー 母母 Taba ３３戦２勝 賞金 ４３，２１０，０００円
〔発走状況〕 ラパヌイ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 ラパヌイ号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 メイショウオリビア号

０１０５２ １月１５日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都１）第５日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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

２２ ビヨンドマックス 牡６鹿 ６０ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５４４± ０３：１４．３ ７．１�

８１２ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 高田 潤田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
７１０ シゲルタダカツ 牡５栗 ６０ 熊沢 重文森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５３４＋１６３：１４．４クビ ２３．４�
４４ アグネスハイヤー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７０－ ２３：１４．９３ ７．５�
５６ ナリタトルネード 牡７栗 ６０ 中村 将之�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４８８± ０３：１５．１１� １２．８�
７１１� ベートーヴェン 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 日吉 正和 浦河 冨岡牧場 ５１６－ ６３：１５．３１� ４０．４�
６９ ローレルレヴァータ �５鹿 ６０ 小坂 忠士 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４９８＋１４ 〃 アタマ １０．８	
８１３� シーフィアレス 牡５黒鹿６０ 林 満明藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ５３６＋１０３：１５．６１	 １４６．１

１１ メイショウルシェロ 牝７黒鹿５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４４０－ ２３：１６．４５ ２６．３�
６８ ジョウショーツヨシ 牡４鹿 ５９ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２＋ ４３：１９．４大差 １４２．２�
３３ ダイワロック 牡４青 ５９ 難波 剛健大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 橋本牧場 ４９８＋１６３：２１．２大差 １６５．９
４５ ネオポラリス �５栗 ６０ 白浜 雄造 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２３：２４．０大差 ３１．６�
５７ カ シ ノ ネ ロ 牡７鹿 ６０ 植野 貴也柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４９０＋ ４ （競走中止） ２．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，６１６，５００円 複勝： １５，２８２，５００円 枠連： ９，５１３，７００円

馬連： ２８，６１６，３００円 馬単： ２２，１２１，０００円 ワイド： １３，０４４，７００円

３連複： ４３，９９３，４００円 ３連単： ７５，５６１，２００円 計： ２１７，７４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ７１０円 枠 連（２－８） １，２２０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ２，０５０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ８，１８０円 ３ 連 単 ��� ４９，９７０円

票 数

単勝票数 計 ９６１６５ 的中 � １０８２３（３番人気）
複勝票数 計 １５２８２５ 的中 � ２０６７６（３番人気）� ３４２０２（２番人気）� ４０３５（１０番人気）
枠連票数 計 ９５１３７ 的中 （２－８） ５７７０（５番人気）
馬連票数 計 ２８６１６３ 的中 �� ２１２２８（４番人気）
馬単票数 計 ２２１２１０ 的中 �� ６２２２（９番人気）
ワイド票数 計 １３０４４７ 的中 �� ７５８１（５番人気）�� １４８６（２５番人気）�� ２１６９（１７番人気）
３連複票数 計 ４３９９３４ 的中 ��� ３９７２（２８番人気）
３連単票数 計 ７５５６１２ 的中 ��� １１１６（１４９番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５３．２－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビヨンドマックス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．３．１５ 阪神１着

２００６．２．１６生 牡６鹿 母 クローストゥユー 母母 ドーンズヘイロー 障害：３戦１勝 賞金 ７，３６５，０００円
〔競走中止〕 カシノネロ号は，競走中に疾病〔左第３指骨々折〕を発症したため２周目向正面で競走中止。



０１０５３ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

７１４ トーアディアマンテ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４３８－１２１：３６．５ ３２．５�

２３ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６２－ ４１：３６．６� ７．０�
２４ トワイスアップ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４２＋ ２１：３６．９１� ５．４�
３５ スリーサンハーツ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２＋ ２１：３７．０� １７．４�
６１１ セ シ リ ア 牝３栗 ５４ 浜中 俊田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ２．６�
１１ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 国分 恭介飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４３４＋ ６１：３７．２１� ３３２．６	
７１３ プ レ リ ア ル 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 
社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３０－１０１：３７．４１ １４．１�
６１２ ラヴァズアゲイン 牝３栗 ５４ 武 幸四郎岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４６０－１０１：３７．６１� ２６．４�
８１５ アルティメイト 牝３青鹿５４ 小牧 太アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４２４－ ６１：３７．９２ ５４．４
５１０ ガラアフェアー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 
サンデーレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ４２２－ ４１：３８．０クビ １４．５�
８１６ ミーシャレヴュー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ４．６�
５９ コスモキャンディ 牝３黒鹿５４ 石橋 守 
ビッグレッドファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４２２－ ６ 〃 ハナ ４７９．０�
１２ アサヒノネネ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４１６－ ６１：３８．２１� ７２．２�
４８ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 池添 謙一飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４４６＋ ４１：３８．６２� ８０．７�
４７ テイエムベリーニ 牝３栗 ５４ 中村 将之竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 長浜 秀昭 ３８４± ０１：３８．８１� ４２６．１�
３６ シニスタークイーン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介
宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４６－ ２１：３８．９クビ ２３２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４９１，１００円 複勝： ４０，３９４，３００円 枠連： １７，１５８，３００円

馬連： ４９，４８７，１００円 馬単： ３５，０４０，１００円 ワイド： ２５，１９９，７００円

３連複： ７６，０７９，５００円 ３連単： １１３，９７０，０００円 計： ３７９，８２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２５０円 複 勝 � ７３０円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（２－７） １，２１０円

馬 連 �� ９，４３０円 馬 単 �� １９，８８０円

ワ イ ド �� ２，６２０円 �� ２，１００円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １５，２３０円 ３ 連 単 ��� １４０，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２４９１１ 的中 � ５４５５（９番人気）
複勝票数 計 ４０３９４３ 的中 � １１９２７（９番人気）� ４７２０２（４番人気）� ５８５２９（３番人気）
枠連票数 計 １７１５８３ 的中 （２－７） １０５２２（５番人気）
馬連票数 計 ４９４８７１ 的中 �� ３８７４（２９番人気）
馬単票数 計 ３５０４０１ 的中 �� １３０１（５７番人気）
ワイド票数 計 ２５１９９７ 的中 �� ２２７７（２９番人気）�� ２８６６（２３番人気）�� １１２８３（４番人気）
３連複票数 計 ７６０７９５ 的中 ��� ３６８７（４７番人気）
３連単票数 計１１３９７００ 的中 ��� ５９８（３６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．７―４８．６―１：０１．２―１：１３．７―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーアディアマンテ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神５着

２００９．２．９生 牝３鹿 母 トーアツキアカリ 母母 トーアシユプール ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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 クラヴェジーナ号・ヒシアルコル号・ヤマカツナタリー号
（非抽選馬） １頭 ピュアルージュ号

０１０５４ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１６ マジカルツアー 牡３栗 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４７０ ―１：５０．５ １１．８�

５１０ ダノンアーチスト 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 大久保龍志 浦河 鎌田 正嗣 ５０８ ―１：５０．７１� ２．９�
２３ アドマイヤフライト 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２６ ―１：５１．２３ ６．２�
２４ � ベストサーパス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc ４９０ ― 〃 アタマ １７．５�
１２ オウケンプレスリー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三福井 明氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４８４ ― 〃 クビ ９．７�
４７ シェイクスピア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：５１．４１� ２．９�
６１１ サクラブリリアント 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�さくらコマース岡田 稲男 新冠 川上牧場 ４８４ ―１：５１．６１ ５６．３	
６１２ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４１８ ―１：５１．８１� １１９．９

４８ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 小牧 太伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１６ ―１：５１．９� ６２．４�
７１４� シャイニングピサ 牝３栗 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 藤原 英昭 米 Yoshimi

Ichikawa ４３０ ―１：５２．１１� ７４．５�
５９ ホクセーメジャー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 北星村田牧場 牧田 和弥 新冠 北星村田牧場 ４９８ ― 〃 ハナ １０１．５�
８１５ タマモスキップ 牝３黒鹿５４ 幸 英明タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４５２ ―１：５２．５２� １５３．１�
１１ メイショウホホエミ 牝３鹿 ５４ 荻野 要松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６４ ―１：５３．０３ ２６１．７�
３５ シャムローグ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４０４ ―１：５３．１� ４６．１�
３６ ドリームインプレス 牡３黒鹿５６ 和田 竜二セゾンレースホース� 白井 寿昭 日高 前川ファーム ４４６ ― 〃 ハナ ４２．７�
７１３ ディアマーベル 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 中田 英樹 ４６４ ―１：５３．７３� ２９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７２３，０００円 複勝： ３６，２２２，０００円 枠連： １８，６５６，３００円

馬連： ５３，０１３，９００円 馬単： ３８，６１０，５００円 ワイド： ２３，５９８，０００円

３連複： ６９，２４７，５００円 ３連単： １１３，４１１，１００円 計： ３８０，４８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ２８０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（５－８） １，２８０円

馬 連 �� １，９３０円 馬 単 �� ４，３６０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，１４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，４１０円 ３ 連 単 ��� ２６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２７７２３０ 的中 � １８６３０（５番人気）
複勝票数 計 ３６２２２０ 的中 � ２７９２２（５番人気）� ７６７２５（２番人気）� ４８８３４（３番人気）
枠連票数 計 １８６５６３ 的中 （５－８） １０７８２（４番人気）
馬連票数 計 ５３０１３９ 的中 �� ２０３４１（７番人気）
馬単票数 計 ３８６１０５ 的中 �� ６５４８（１４番人気）
ワイド票数 計 ２３５９８０ 的中 �� ８３３１（６番人気）�� ４７８４（１２番人気）�� １６７１５（３番人気）
３連複票数 計 ６９２４７５ 的中 ��� １５００６（１０番人気）
３連単票数 計１１３４１１１ 的中 ��� ３１３６（７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３７．２―５０．４―１：０３．８―１：１６．４―１：２８．０―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．１
３ １６，１０（４，１３）３（１１，１４）（２，６）（７，１２）（８，５，９）１５－１ ４ １６，１０，４（３，１３）１４（２，６，１１）（７，１２）（８，５，９，１５）－１

勝馬の
紹 介

マジカルツアー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rahy 初出走

２００９．４．２２生 牡３栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔発走状況〕 メイショウホホエミ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 メイショウホホエミ号は，発走調教再審査。



０１０５５ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

７１０ ゼ ロ ス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４９２＋ ８１：３４．３ ５．５�

６７ サンライズマヌー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３４－ ４ 〃 クビ ２．８�
５６ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７６－ ６１：３４．７２� ３３．４�
２２ ニシノビークイック 牡３栗 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４７４＋ ８１：３４．９� １１．６�
１１ エアソミュール 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 ハナ ２．９�
８１２ ジークジオン 牡３栗 ５６ 国分 恭介幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７４－ ２１：３５．１１� １５１．７�
３３ コ ー ダ リ ー 牡３黒鹿５６ 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２＋ ８１：３５．２クビ １２．２	
５５ ナリタハリケーン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ６ 〃 ハナ １２．７

６８ エリアコンプリート 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 ４６２－ ４１：３５．９４ ４７．２�
８１１ フランベルジェ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４８４＋ ６１：３６．１１� ７３．１
７９ ダンツミュータント 牡３青鹿５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 ４３６＋ ４１：３６．２� ３４．０�
４４ ニシノカチヅクシ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ４７６＋１６１：３７．０５ ６９．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，５２０，８００円 複勝： ４４，１１３，２００円 枠連： １８，６２３，６００円

馬連： ７１，４５１，６００円 馬単： ４９，５４４，８００円 ワイド： ３０，９６０，９００円

３連複： ９４，８０４，５００円 ３連単： １６９，９４９，１００円 計： ５１３，９６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ５１０円 枠 連（６－７） ７５０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，６１０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ７，０８０円 ３ 連 単 ��� ３３，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３４５２０８ 的中 � ５０１２３（３番人気）
複勝票数 計 ４４１１３２ 的中 � ５９６０８（３番人気）� １０８２０２（１番人気）� １６２５６（７番人気）
枠連票数 計 １８６２３６ 的中 （６－７） １８５３７（２番人気）
馬連票数 計 ７１４５１６ 的中 �� ５８７４９（２番人気）
馬単票数 計 ４９５４４８ 的中 �� １６８６５（５番人気）
ワイド票数 計 ３０９６０９ 的中 �� ２２１００（２番人気）�� ４４５７（２０番人気）�� ５８２８（１４番人気）
３連複票数 計 ９４８０４５ 的中 ��� ９８８９（２３番人気）
３連単票数 計１６９９４９１ 的中 ��� ３７３４（１０４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．３―１２．１―１２．３―１１．６―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．０―４７．１―５９．４―１：１１．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．６．１９ 函館４着

２００９．４．１３生 牡３鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ ９戦２勝 賞金 １９，１００，０００円

０１０５６ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５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）

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

６１０ スズカホープ �４鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７４± ０１：５３．３ ８．７�

５８ ハンドインハンド 牡４青鹿５６ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４＋１４１：５３．４� ３．７�
１１ キクノキセキ 牡５栗 ５７ 川田 将雅菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ４９８－ ２１：５３．６１	 ３．８�
５９ キングウェリナ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８０± ０１：５３．８１
 ２７．８�
８１５� シンボリストーム 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada ５１０± ０１：５３．９クビ １３．５�
７１２ サンライズドバイ 牡４芦 ５６ 幸 英明松岡 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 B４７８－ ８ 〃 クビ ４２．２�
４６ グレートヴァリュー 牡４黒鹿５６ 和田 竜二小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ３５．８	
２２ � ガルビスティー 牡５鹿 ５７ 武 豊備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-

stock Inc ４９４－ ４１：５４．１１
 ４．９

３５ ケイエスキングオー 牡４鹿 ５６ 浜中 俊キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ４８．１�
８１４ クールファルコン 牡４鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５１６＋ ４１：５４．４２ ８９．３�
４７ �� イメージレイナ 牝５青鹿５５ 高橋 亮岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４５６＋ ２１：５４．５クビ ５０．６
２３ ノヴァグロリア 牡４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 ４８４＋１２１：５４．８２ ６．０�
７１３� カネコメツヨシ 牡５栗 ５７ 池添 謙一�岡 義雄氏 服部 利之 浦河 畔高牧場 ４５８－ ４１：５５．０� ６２．８�
３４ シンワコクオウ 牡４青鹿５６ 国分 恭介若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４５２± ０１：５６．０６ １７４．３�
６１１� ホクザンヴィリル 牡４栗 ５６ 太宰 啓介木本 弘孝氏 新川 恵 浦河 �原 敏明 ４９０＋ ４１：５６．１� ２８７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，１８１，１００円 複勝： ４３，７７０，７００円 枠連： ２３，６８４，６００円

馬連： ６７，５５１，８００円 馬単： ４２，５９８，９００円 ワイド： ２７，９３６，５００円

３連複： ８８，１９５，１００円 ３連単： １４４，２３４，７００円 計： ４６４，１５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（５－６） １，０１０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ５８０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� １６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２６１８１１ 的中 � ２３９４５（５番人気）
複勝票数 計 ４３７７０７ 的中 � ４４０８３（５番人気）� ９６８９３（１番人気）� ７１５７９（２番人気）
枠連票数 計 ２３６８４６ 的中 （５－６） １７３８８（４番人気）
馬連票数 計 ６７５５１８ 的中 �� ３５２５４（５番人気）
馬単票数 計 ４２５９８９ 的中 �� ８９３１（１５番人気）
ワイド票数 計 ２７９３６５ 的中 �� １０８４９（８番人気）�� １１７０９（６番人気）�� １８００１（２番人気）
３連複票数 計 ８８１９５１ 的中 ��� ２７６７９（５番人気）
３連単票数 計１４４２３４７ 的中 ��� ６４０２（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３５．８―４９．１―１：０２．６―１：１５．６―１：２８．０―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカホープ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１０．７．４ 函館２着

２００８．３．２１生 �４鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム ９戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※ケイエスキングオー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０５７ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第９競走 ��
��１，２００�

やましな

山科ステークス
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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１３ シゲルソウウン �５栗 ５７ 藤田 伸二森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５３０＋１２１：１１．６ ２０．２�

７１４ フィールドシャイン 牡５栗 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１１．８１� ９．５�
３６ 	 アイアムルビー 牝５栗 ５５ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４４８± ０１：１２．０１� １．７�
１１ ウ ラ ラ カ 牝６黒鹿５５ 安藤 光彰 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８ 〃 アタマ ４６．０�
４８ 	 エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４８６－ ４ 〃 クビ １５．６�
３５ オースミイージー 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４９４＋ ８１：１２．１クビ １７９．２	
４７ アイディンパワー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９８＋ ４１：１２．２
 ７７．９

１２ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５４ 和田 竜二大西 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 B４７４＋ ４１：１２．４１
 １７．４�
５９ カフェマーシャル 牡６芦 ５７ 長谷川浩大西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１６－ ８１：１２．５� １９９．５�
２３ ヒシコモンズ 牡６栗 ５７ 浜中 俊阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８６＋ ６ 〃 クビ ４２．９
２４ � トシキャンディ 牝６鹿 ５５ 川田 将雅上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４９６－ ８１：１３．３５ ６．１�
６１１ マイプラーナ 牝６黒鹿５５ 池添 謙一五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４９６＋１６１：１３．４� １０４．１�
５１０� ネオフリーダム 牡７鹿 ５７ 小林 徹弥伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５２６＋ ８１：１３．５クビ ４３．６�
８１５ センターステージ 牝６鹿 ５５ 国分 恭介 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４６０－ ８１：１４．２４ ５７．４�
６１２ ガ ン ド ッ グ �５栗 ５７ 福永 祐一村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ４１：１４．９４ ９．５�

（１５頭）
８１６ メモリアルイヤー 牝４栗 ５４ 飯田 祐史西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４６，８８７，３００円 複勝： ８０，０８８，８００円 枠連： ３１，３５３，６００円

馬連： １３５，６５５，４００円 馬単： ９０，７６１，４００円 ワイド： ５１，９４６，９００円

３連複： １６０，６１６，１００円 ３連単： ３１８，６０３，６００円 計： ９１５，９１３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ３７０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（７－７） ４，８１０円

馬 連 �� ４，７４０円 馬 単 �� １１，７９０円

ワ イ ド �� １，２３０円 �� ５３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� ３２，９５０円

票 数

単勝票数 差引計 ４６８８７３（返還計 １７９） 的中 � １８３７６（７番人気）
複勝票数 差引計 ８００８８８（返還計 １７０） 的中 � ３５３３５（７番人気）� ７９７５２（３番人気）� ３２０６１４（１番人気）
枠連票数 差引計 ３１３５３６（返還計 １７） 的中 （７－７） ４８１７（１８番人気）
馬連票数 差引計１３５６５５４（返還計 １３７７） 的中 �� ２１１３５（１５番人気）
馬単票数 差引計 ９０７６１４（返還計 ５５１） 的中 �� ５６８５（３３番人気）
ワイド票数 差引計 ５１９４６９（返還計 ４００） 的中 �� ９４６０（１５番人気）�� ２３９１７（６番人気）�� ４３８６９（２番人気）
３連複票数 差引計１６０６１６１（返還計 ２４２９） 的中 ��� ４３８３４（９番人気）
３連単票数 差引計３１８６０３６（返還計 ４５９３） 的中 ��� ７１３８（９８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．２―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．２―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルソウウン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Dr Devious デビュー ２０１０．２．１３ 京都３着

２００７．４．２４生 �５栗 母 ティルリール 母母 ゲーリックキャット １９戦５勝 賞金 ７０，１４８，０００円
〔出走取消〕 メモリアルイヤー号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ネオフリーダム号の調教師五十嵐忠男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アグネスマクシマム号・アヤナルベルス号・カフェレジェンド号・キョウエイカルラ号・シュテルンターラー号・

スリーボストン号・ニシオドリーム号

０１０５８ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

こうばい

紅梅ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

２２ サウンドオブハート 牝３栗 ５５ 武 豊�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４５２－ ８１：２２．７ １．４�

４４ マイネボヌール 牝３青鹿５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４１：２２．８� ２１．９�

５７ ラフレーズカフェ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：２３．０１� ６．１�
８１２ ゴールデンムーン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １５．１�
６９ エイシンキンチェム 牝３鹿 ５５ 川田 将雅平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ １３．６�
６８ ボストンサクラ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４６－ ２１：２３．１� ３３．９	
３３ サクラエミネント 牝３鹿 ５４ 小牧 太�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４３４± ０１：２３．２� ３１．４

８１３ ストレイトガール 牝３鹿 ５４ 浜中 俊廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 ４２４－１０１：２３．３� ９８．７�
７１１ フレイムコード 牝３鹿 ５４ 幸 英明�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ １５．７�
５６ 	 アンリヴィールド 牝３栗 ５４ 藤田 伸二�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

４６６－１４１：２４．０４ ３５．１
４５ ステラノヴァ 牝３栗 ５４ 池添 謙一矢野 秀春氏 加用 正 新ひだか 矢野牧場 ４７８＋１２１：２４．５３ ３２９．０�
１１ メイショウアキシノ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 ４２６＋ ２ 〃 ハナ ２３０．３�
７１０ ハッシュドトーン 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４５２＋１６１：２４．８１
 ７３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，５７１，０００円 複勝： １５５，４６６，２００円 枠連： ２９，６２８，５００円

馬連： １５３，９９７，６００円 馬単： １１９，９８１，６００円 ワイド： ６０，２３８，３００円

３連複： １７９，７２６，８００円 ３連単： ４６９，７５８，８００円 計： １，２２６，３６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（２－４） １，１２０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １７０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� ５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ５７５７１０ 的中 � ３３２０７６（１番人気）
複勝票数 計１５５４６６２ 的中 � １０８１４４９（１番人気）� ４１２１０（６番人気）� １３９０６６（２番人気）
枠連票数 計 ２９６２８５ 的中 （２－４） １９５７８（５番人気）
馬連票数 計１５３９９７６ 的中 �� １０１３７１（５番人気）
馬単票数 計１１９９８１６ 的中 �� ６６１２４（５番人気）
ワイド票数 計 ６０２３８３ 的中 �� ３５５１９（５番人気）�� １１３７３０（１番人気）�� １０５２３（１３番人気）
３連複票数 計１７９７２６８ 的中 ��� ８３６２１（４番人気）
３連単票数 計４６９７５８８ 的中 ��� ６１４４０（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．４―３６．６―４８．４―５９．６―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドオブハート �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．２０ 新潟１着

２００９．２．１２生 牝３栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ ４戦３勝 賞金 ５８，７２１，０００円

２レース目



０１０５９ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第１１競走 ��
��２，４００�第５９回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２３．１．１５以降２４．１．９まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日本経済新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 ８８２，０００円 ２５２，０００円 １２６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

３３ トゥザグローリー 牡５鹿 ５８．５ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５４２＋ ６２：２３．７ １．６�

８１１ ダノンバラード 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７８－ ２２：２３．９１� ６．５�
７９ � 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 B４８６－ ４２：２４．０� ４８．１�
６７ ビートブラック 牡５青 ５７ 浜中 俊前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０＋１０２：２４．１� １１．９�
１１ スマートロビン 牡４鹿 ５５ 安藤 勝己大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５５２＋２６２：２４．３１� ５．１�
５５ トップカミング 	６黒鹿５４ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 B４６４＋ ２２：２４．５１� １２１．５	
６８ ブルースターキング 牡６黒鹿５０ 小林慎一郎 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４８２－ ４２：２４．７１� ２３６．５

２２ スマートギア 牡７栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４７０＋１２２：２４．９１� ３８．０�
８１２ リ ベ ル タ ス 牡４鹿 ５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５００＋１０２：２５．２１
 ３３．１�
５６ ナムラクレセント 牡７鹿 ５８ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５１２＋１４ 〃 ハナ １６．９
７１０ マ ゼ ラ ン 牡７鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３８± ０２：２５．６２� ５６．８�
４４ メイショウクオリア 牡７鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４８４－ ２２：２５．９１
 ８２．８�

（１２頭）

売 得 金
単勝： １６４，６９１，０００円 複勝： ２００，２４５，３００円 枠連： ９７，１３０，８００円 馬連： ５７６，３８３，０００円 馬単： ３８４，４０１，３００円

ワイド： １８５，６４６，３００円 ３連複： ７６０，０１５，９００円 ３連単： １，９７０，５６８，９００円 ５重勝： ９８５，６５６，５００円 計： ５，３２４，７３９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（３－８） ４４０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ８００円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ３，４６０円 ３ 連 単 ��� ９，２５０円

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

キャリーオーバー なし����� １４，６００円

票 数

単勝票数 計１６４６９１０ 的中 � ８４５４３２（１番人気）
複勝票数 計２００２４５３ 的中 � ９１４０７９（１番人気）� ２５１０８６（２番人気）� ６７５２２（６番人気）
枠連票数 計 ９７１３０８ 的中 （３－８） １６４４７８（１番人気）
馬連票数 計５７６３８３０ 的中 �� ８３４５３２（２番人気）
馬単票数 計３８４４０１３ 的中 �� ４３６２７４（２番人気）
ワイド票数 計１８５６４６３ 的中 �� ２３８２１６（１番人気）�� ５２４６９（９番人気）�� ２７２８４（１９番人気）
３連複票数 計７６００１５９ 的中 ��� １６２４４５（１２番人気）
３連単票数 計１９７０５６８９ 的中 ��� １５７３４７（２５番人気）
５重勝票数 計９８５６５６５ 的中 ����� ４９８３９

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．３―１２．２―１２．３―１２．５―１２．４―１２．８―１１．８―１１．５―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�
１２．３―２３．３―３４．６―４６．８―５９．１―１：１１．６―１：２４．０―１：３６．８―１：４８．６―２：００．１―２：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．１
１
３
１－７，６，１０，５，４（３，１１）（９，１２）－（８，２）
１（６，７）１１（５，１０）１２（３，４）（９，２）８

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

勝馬の
紹 介

トゥザグローリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．１４ 阪神１着

２００７．２．１６生 牡５鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール １８戦７勝 賞金 ４０９，２０６，０００円
〔その他〕 マゼラン号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

０１０６０ １月１５日 曇 良 （２４京都１）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

５１０ トキノエクセレント 牡４黒鹿５６ 福永 祐一田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ４１：２４．４ ３．０�

６１１ ツルマルスピリット 牡５青鹿５７ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：２４．６１� ３５．１�
１２ スズカイルマン �５栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０１：２４．８１	 ８．７�
６１２ マジックアロー 牡６鹿 ５７ 安藤 光彰�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４７０＋１０１：２４．９� ４６．６�
８１６ ラガーリンリン 牝５芦 ５５ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８４＋ ２ 〃 クビ １２．２�
３６ ガ ム ラ ン 牡４青鹿５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５３４＋ ９１：２５．２１
 ９．９�
８１５ ムスタングリーダー 牡５芦 ５７ 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４３８－ ２１：２５．３� ８．６	
１１ リ ュ シ オ ル 牝６鹿 ５５ 武 幸四郎吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２１：２５．４クビ ３９．４

４８ � レインボーローズ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ４１：２５．５� ２３．１�
２３ ペガサスヒーロー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ４．６�
５９ � ケイアイヘルメス 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二 啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda ５２０－ ２１：２５．６
 ６．６�
２４ ミキノクレシェンド 牝６栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９８－ ２１：２５．７クビ ３７９．５�
７１３ ホッコータキオン 牡６栗 ５７ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９８－ ４１：２６．２３ １２１．５�
３５ ナイトレイダー �４鹿 ５６ 熊沢 重文�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ５０８＋ ６１：２６．３
 ２５０．９�
７１４ ケイアイマーズ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二 啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４７６－ ６１：２６．５１ １２８．２�
４７ � ブレイドバローズ �４栗 ５６ 佐藤 哲三猪熊 広次氏 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ５１８± ０１：２８．９大差 １６１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７０，０６６，７００円 複勝： １０１，６４７，４００円 枠連： ６０，２７４，１００円

馬連： ２２５，９２７，８００円 馬単： １２５，９０９，９００円 ワイド： ８３，６８３，５００円

３連複： ２９３，１３３，８００円 ３連単： ５７５，３００，４００円 計： １，５３５，９４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ６８０円 � ３１０円 枠 連（５－６） ２，３７０円

馬 連 �� ６，６１０円 馬 単 �� １０，１４０円

ワ イ ド �� ２，０３０円 �� ７００円 �� ４，５３０円

３ 連 複 ��� １８，２３０円 ３ 連 単 ��� １０１，７７０円

票 数

単勝票数 計 ７００６６７ 的中 � １８４４７４（１番人気）
複勝票数 計１０１６４７４ 的中 � ２４３８８０（１番人気）� ３００４６（９番人気）� ７９１８１（５番人気）
枠連票数 計 ６０２７４１ 的中 （５－６） １８８２０（１０番人気）
馬連票数 計２２５９２７８ 的中 �� ２５２３４（２４番人気）
馬単票数 計１２５９０９９ 的中 �� ９１７２（４１番人気）
ワイド票数 計 ８３６８３５ 的中 �� ９９６５（２２番人気）�� ３１５２６（５番人気）�� ４３７６（４２番人気）
３連複票数 計２９３１３３８ 的中 ��� １１８７２（５５番人気）
３連単票数 計５７５３００４ 的中 ��� ４１７２（３０１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．８―１２．４―１２．６―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．８―３４．６―４７．０―５９．６―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノエクセレント �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．２２ 新潟５着

２００８．３．２６生 牡４黒鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム １４戦３勝 賞金 ４１，４００，０００円
※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） ５頭 アマノレインジャー号・エーシンハダル号・クラウンリバー号・スピルオーバー号・ユウキマリアッチ号

５レース目



（２４京都１）第５日 １月１５日（日曜日） 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

２８６，１６０，０００円
４，９６０，０００円
２，２２０，０００円
２６，１７０，０００円
６１，６５６，０００円
５，４０６，６００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
５１１，９１６，９００円
８０８，７４８，２００円
３４４，６０５，１００円
１，４８９，４５２，２００円
９９７，７９２，６００円
５６５，５７０，９００円
１，９６４，０６９，７００円
４，２３３，３２３，７００円
９８５，６５６，５００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
５ 重 勝
計 １１，９０１，１３５，８００円

総入場人員 ２３，６７６名 （有料入場人員 ２１，６９４名）


