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０４０１３ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

７８ 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 ４７２＋ ２１：１２．０ １．３�

３３ � クルージンミジー 牝３芦 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 安田 隆行 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４８６± ０１：１３．８大差 ６．２�
７７ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 酒井 学福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８８＋ ４１：１４．４３� ８９．２�
１１ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４０－ ６１：１４．７２ １３．５�
４４ タマモワイルドラブ 牡３鹿 ５６ 川島 信二タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 ４６４± ０１：１４．９１� ５１．６�
５５ � サウンドマンデュロ 牡３青鹿５６ C．デムーロ 増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd ４６８＋ ４１：１５．１１� ６．０�
（伊）

６６ オキナワエミチャン 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４１８－ ２１：１５．９５ ２５７．８	
８９ ホッコーハッピー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 イーストファーム ４７２－１０１：１６．０� ２０５．３

２２ テ ア ト ゥ ロ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４６２－ ４１：１８．４大差 ２０８．５�

（９頭）
８１０ マサノスペシャル 牡３青鹿５６ 芹沢 純一猪野毛雅人氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，１４５，０００円 複勝： ７２，９２２，８００円 枠連： ８，０２５，２００円

馬連： ２８，９９４，１００円 馬単： ３７，０６５，６００円 ワイド： １６，８１５，６００円

３連複： ４３，８８５，２００円 ３連単： １５２，５８３，５００円 計： ３８２，４３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １，１００円 枠 連（３－７） ２７０円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド �� １４０円 �� １，０１０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ３，３１０円 ３ 連 単 ��� ７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２２１４５０ 的中 � １４３３４７（１番人気）
複勝票数 計 ７２９２２８ 的中 � ５３７４５４（１番人気）� ８２７０４（２番人気）� ３７４１（６番人気）
枠連票数 計 ８０２５２ 的中 （３－７） ２２５２５（１番人気）
馬連票数 計 ２８９９４１ 的中 �� ９３８６７（１番人気）
馬単票数 計 ３７０６５６ 的中 �� ９７２１０（１番人気）
ワイド票数 計 １６８１５６ 的中 �� ４８４０２（１番人気）�� ３０４９（１０番人気）�� １７３８（１３番人気）
３連複票数 計 ４３８８５２ 的中 ��� ９８１３（８番人気）
３連単票数 計１５２５８３５ 的中 ��� １５８３４（１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．６―１１．７―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．１―３５．７―４７．４―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．３
３ ８，７（３，５，９）－（２，４）（１，６） ４ ８－７（３，９）５－４－１，２，６

勝馬の
紹 介

メイショウゾンビ �

父 キングカメハメハ �


母父 Devil’s Bag デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神８着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 デヴィルインフライト 母母 Silver in Flight ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔出走取消〕 マサノスペシャル号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テアトゥロ号は，平成２４年２月２９日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０４０１４ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１１ スズカチャンプ 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６＋ ２１：５５．５ ４．９�

５７ ミッキーエール 牡３栗 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ４１：５５．６� １４．１�
７１１ グレートチャールズ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ５０６＋１０１：５６．３４ ２．２�
８１２ 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 ５０８＋ ８１：５６．５１� ６４．２�
６８ 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 ４５４－ ２ 〃 ハナ ４．１�
５６ ナムラジャーナル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 B４９４＋ ４１：５７．９９ ４１６．９�
２２ サンライズシックス 牡３鹿 ５６ 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６＋ ２１：５８．０クビ ２２１．２	
６９ パールダンシング 牝３芦 ５４ 川田 将雅迎 徹氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 正美 ４９８＋ ２１：５８．３１� ４４．１

３３ コスモリボン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４８８－ ４１：５８．５１� １４．０�
７１０ チョウインパクト 牡３栗 ５６ 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 渡辺牧場 ４９０－ ６１：５８．９２� １９２．６
４５ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 酒井 学荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５４－ ２１：５９．０� ６６．７�
４４ ウォーレンバローズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４９４－１０１：５９．２１� １８．２�
８１３ ヒデノリード 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大石 秀夫氏 昆 貢 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５５８＋ ８２：００．５８ １０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，９７９，５００円 複勝： ３３，４３７，７００円 枠連： １０，２５０，０００円

馬連： ３８，１５１，５００円 馬単： ２９，８８６，６００円 ワイド： １８，５７４，６００円

３連複： ５７，３４７，２００円 ３連単： ９９，４２７，８００円 計： ３０４，０５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ３００円 � １１０円 枠 連（１－５） ３，６６０円

馬 連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ５，９１０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ２９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� ２３，２５０円

票 数

単勝票数 計 １６９７９５ 的中 � ２７７１３（３番人気）
複勝票数 計 ３３４３７７ 的中 � ３３３９６（３番人気）� １８４９８（６番人気）� １３８９９６（１番人気）
枠連票数 計 １０２５００ 的中 （１－５） ２０７２（１３番人気）
馬連票数 計 ３８１５１５ 的中 �� ８０２３（１３番人気）
馬単票数 計 ２９８８６６ 的中 �� ３７３４（２２番人気）
ワイド票数 計 １８５７４６ 的中 �� ４２５２（１２番人気）�� １７７８１（２番人気）�� ８５１１（６番人気）
３連複票数 計 ５７３４７２ 的中 ��� １６７８４（８番人気）
３連単票数 計 ９９４２７８ 的中 ��� ３１５７（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．８―５１．２―１：０３．８―１：１６．６―１：２９．３―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

スズカチャンプ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１１．６ 京都６着

２００９．２．１７生 牡３鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer ５戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔制裁〕ミッキーエール号の騎手池添謙一は，１コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番への進路影響）

第２回 京都競馬 第２日



０４０１５ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第３競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１２ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５６ C．ルメール H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６± ０１：２７．０ ３．１�

（仏）

３５ トウショウハマー 牡３栗 ５６ 酒井 学トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６２＋ ２１：２８．１７ ９．３�
８１５ 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 ４６０－１６１：２８．３１ ３．９�
２３ ミスハレクラニ 牝３黒鹿５４ 小牧 太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２１：２８．６２ １９．７�
６１１ シルクスノーマン 牡３芦 ５６ 秋山真一郎有限会社シルク牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４６８－ ６１：２８．７� ６２．９�
３６ シェーンガルテン 牡３鹿 ５６ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６８＋ ６１：２９．０２ １１４．９	
５１０ メ ッ セ ー ジ 牝３青鹿５４ 熊沢 重文岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－ ６１：２９．１� １８３．４

７１４ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６６± ０１：２９．２クビ １３．６�
７１３ タマモコンサート 牡３鹿 ５６ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新冠 小泉牧場 ５００－ ４ 〃 ハナ １７１．１�
４７ サ プ ラ イ ズ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ２１：２９．８３� ３．５
８１６ ブラウンライジング 牡３鹿 ５６ 川田 将雅キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４８６－ ２１：３０．２２� ２２．９�
４８ エリモマッローネ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４４８－ ６１：３０．３� ２９．７�
５９ メイショウウイナー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 ５３２＋ ２１：３０．６２ ２０５．５�
１１ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８８± ０１：３０．７� ３０．４�
２４ エディバローズ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ４３４－ ８ （競走中止） ２１３．６�

（１５頭）
６１２ シーノヴァリス 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，１０１，５００円 複勝： ２９，２６８，８００円 枠連： １２，５８７，０００円

馬連： ４１，６１０，６００円 馬単： ２８，７２３，８００円 ワイド： １９，９５２，４００円

３連複： ６０，５０７，３００円 ３連単： ９５，２１０，９００円 計： ３０４，９６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（１－３） １，０５０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ３６０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� １１，９２０円

票 数

単勝票数 計 １７１０１５ 的中 � ４４１８６（１番人気）
複勝票数 計 ２９２６８８ 的中 � ７３８４３（１番人気）� ３３６２８（４番人気）� ４１３４８（３番人気）
枠連票数 計 １２５８７０ 的中 （１－３） ８８６８（５番人気）
馬連票数 計 ４１６１０６ 的中 �� ２２１６２（５番人気）
馬単票数 計 ２８７２３８ 的中 �� ９４６６（８番人気）
ワイド票数 計 １９９５２４ 的中 �� ８７３７（７番人気）�� １４６９７（２番人気）�� ６４４４（８番人気）
３連複票数 計 ６０５０７３ 的中 ��� ２０２８８（４番人気）
３連単票数 計 ９５２１０９ 的中 ��� ５８９５（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．４―１：００．３―１：１４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３９．６
３ ・（５，６）１（８，１６）（１４，７）９，１０（２，１５）１１，１３－３ ４ ５，６－１，７（１６，１４，１５）２（８，１１）（９，１０）１３，３

勝馬の
紹 介

ヴァンヌーヴォー �
�
父 Cherokee Run �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１２．２５ 阪神３着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔出走取消〕 シーノヴァリス号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 エディバローズ号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０４０１６ １月２９日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都２）第２日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

６６ ルールプロスパー 牡７青鹿６０ 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４８６＋１８３：３０．６ １．９�

８１０ アスカノバッハ �４黒鹿５９ 植野 貴也豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６０＋ ４３：３１．３４ ２９．９�

２２ 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 ４７０＋ ６３：３１．７２� ３．８�
８９ ゴールデンガッツ 牡７栗 ６０ 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５１６± ０３：３２．５５ ３５．６�
４４ アグネスラナップ 牡７青 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５１６＋１０３：３２．７１� ５．９�
７８ ビヨンドマックス 牡６鹿 ６０ 高田 潤松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５４４± ０３：３３．２３ １６．５�
３３ マルタカタキオン 牡９栗 ６０ 田村 太雅國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０６－ ２３：３３．５２ １１２．６	
５５ サンレイランキング 牡５鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４６０－ ４３：３３．７１� ２２．０

１１ � エーシンマイトップ 牡６栗 ６０ 西谷 誠�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ５０６＋ ６３：３４．５５ ８．７�
７７ シーアクロス 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１２＋ ４３：４４．３大差 ２３６．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，２１３，７００円 複勝： ２３，３１９，１００円 枠連： １０，０６１，２００円

馬連： ２９，９３０，１００円 馬単： ２６，４８０，３００円 ワイド： １５，０５６，０００円

３連複： ４６，３５５，９００円 ３連単： １０６，０３０，３００円 計： ２７２，４４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � １４０円 枠 連（６－８） １，３５０円

馬 連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ３，９６０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ２１０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� １９，５００円

票 数

単勝票数 計 １５２１３７ 的中 � ６４０７０（１番人気）
複勝票数 計 ２３３１９１ 的中 � １０００８７（１番人気）� ９５５４（６番人気）� ３８５３９（２番人気）
枠連票数 計 １００６１２ 的中 （６－８） ５５１７（７番人気）
馬連票数 計 ２９９３０１ 的中 �� ７６９１（９番人気）
馬単票数 計 ２６４８０３ 的中 �� ４９４６（１３番人気）
ワイド票数 計 １５０５６０ 的中 �� ３８９０（１１番人気）�� ２３２７２（１番人気）�� ２７６３（１６番人気）
３連複票数 計 ４６３５５９ 的中 ��� １０１１１（１２番人気）
３連単票数 計１０６０３０３ 的中 ��� ４０１４（５９番人気）

上り １マイル １：４７．１ ４F ５３．５－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルールプロスパー 
�
父 ダイタクリーヴァ 

�
母父 グ ロ ウ デビュー ２００７．１２．２３ 阪神１着

２００５．２．２８生 牡７青鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク 障害：３戦２勝 賞金 ２６，１６２，０００円



０４０１７ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

８１０ ロードアクレイム 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５２ ―２：０７．７ ５．０�

７８ エアルプロン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９４ ― 〃 ハナ ６．９�
８１１ ゼログラヴィティー 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 ハナ １０．７�
４４ レッドキングダム 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７０ ―２：０７．８� １５．３�
１１ ファシネートダイア 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３８ ―２：０７．９� ３６．４�
７９ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５３４ ―２：０８．１１� ８６．４	
６７ ダノンドリーム 牡３青鹿５６ C．ルメール�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４２ ― 〃 クビ ２．３


（仏）

２２ ルシーダカフェ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか カタオカフアーム ４５２ ―２：０８．２� ５３．２�
３３ サクラヴィクトリー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４８４ ―２：０８．６２� ４．１�
６６ ナムラヒーロー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４９４ ―２：１４．６大差 １５７．４

（１０頭）
５５ ドウニカナルデショ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二小田切有一氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，９９５，６００円 複勝： ３７，２８８，８００円 枠連： １０，７４１，３００円

馬連： ４８，９９４，０００円 馬単： ３７，８１１，０００円 ワイド： ２０，９３６，９００円

３連複： ５９，９７４，６００円 ３連単： １２３，６７７，９００円 計： ３６７，４２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ８５０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ５９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 ��� １５，６７０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７９９５６（返還計 ２３６） 的中 � ４４１４４（３番人気）
複勝票数 差引計 ３７２８８８（返還計 ３３１） 的中 � ７９６８３（２番人気）� ４４２５２（４番人気）� ３６７２４（５番人気）
枠連票数 差引計 １０７４１３（返還計 ２４６） 的中 （７－８） ９３２８（５番人気）
馬連票数 差引計 ４８９９４０（返還計 １０１９） 的中 �� ２７０５６（６番人気）
馬単票数 差引計 ３７８１１０（返還計 ６１４） 的中 �� １１１６２（１１番人気）
ワイド票数 差引計 ２０９３６９（返還計 ４２０） 的中 �� １１３０４（６番人気）�� ８８５８（８番人気）�� ６５１３（１１番人気）
３連複票数 差引計 ５９９７４６（返還計 ３１７２） 的中 ��� １３５７８（１２番人気）
３連単票数 差引計１２３６７７９（返還計 ５９７５） 的中 ��� ５８２８（５７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．７―１４．１―１３．８―１３．８―１３．０―１２．２―１１．６―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．２―３７．９―５２．０―１：０５．８―１：１９．６―１：３２．６―１：４４．８―１：５６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードアクレイム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００９．５．１１生 牡３鹿 母 レディパステル 母母 ピンクタートル １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔出走取消〕 ドウニカナルデショ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ダノンドリーム号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラヒーロー号は，平成２４年２月２９日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０４０１８ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１３ マウンテンファスト 牡３鹿 ５６ 酒井 学山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４５０－ ２１：１２．２ ３．０�

５１０ 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± ０１：１２．３� １３．４�
８１５ ワイドバッハ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 ４５６± ０１：１２．４� ３．４�
４８ � シンワウォッカ 牝３鹿 ５４ 川島 信二若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４５６＋ ２１：１３．２５ ３６．９�
１２ オ リ ー ブ 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４２＋ ２１：１３．３クビ ５９．６�

（伊）

１１ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４６２－ ４ 〃 アタマ ５．０�
７１４ カシノインカローズ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３２－ ６１：１３．７２� ７８．５�
４７ マルカファイン 牡３栗 ５６ 古川 吉洋河長産業	 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ５１２± ０１：１４．０１� ３２．２

２４ エバーローズ 牝３栗 ５４ 国分 恭介 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４５６± ０１：１４．１クビ ２４．４�
５９ タイセイクインス 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４６２± ０１：１４．２� １６５．１
３６ ハマノヴィグラス 牡３栗 ５６ 小牧 太浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム ５０４＋１２ 〃 ハナ ８５．３�
６１１� ス パ イ ア 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 橋本牧場 ５２６± ０１：１４．５１� ２３９．２�
２３ � ブーフーウー 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 下河辺牧場 B４７０± ０ 〃 ハナ ３５４．４�
３５ ジャズドラム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ８１：１４．６� ７．２�
６１２ スターゲイジング 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８２－ ２１：１５．０２� ６４．６�
８１６ ドナメデューサ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４８０＋１０１：１５．５３ ２２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１８１，６００円 複勝： ３７，２３６，４００円 枠連： １４，４６４，５００円

馬連： ５２，６０４，２００円 馬単： ３４，３９８，７００円 ワイド： ２４，５４３，２００円

３連複： ７０，７０７，９００円 ３連単： １１３，５４４，１００円 計： ３６８，６８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（５－７） １，７９０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ２６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １３，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２１１８１６ 的中 � ５７２０１（１番人気）
複勝票数 計 ３７２３６４ 的中 � ９５１６６（１番人気）� ２２７６７（５番人気）� ６６１７１（３番人気）
枠連票数 計 １４４６４５ 的中 （５－７） ５９７５（７番人気）
馬連票数 計 ５２６０４２ 的中 �� ２２３７６（６番人気）
馬単票数 計 ３４３９８７ 的中 �� ８９０２（１０番人気）
ワイド票数 計 ２４５４３２ 的中 �� ９５６２（６番人気）�� ２７２０３（２番人気）�� ６４１３（８番人気）
３連複票数 計 ７０７０７９ 的中 ��� ２４３１１（５番人気）
３連単票数 計１１３５４４１ 的中 ��� ６２９６（２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１２．０―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウンテンファスト �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．９．１０ 阪神２着

２００９．３．２４生 牡３鹿 母 ハ イ ヌ ー ン 母母 グ ラ マ ー ８戦２勝 賞金 ２１，２００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０１９ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第７競走 １，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

３３ 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± ０２：０３．０ ２．２�

４４ 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 ４７６－ ２ 〃 ハナ ４．６�
７７ ゴールドルースター 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２２：０３．３２ １６．３�
８９ テイエムエビスオー 牡４鹿 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８６± ０２：０３．４� ５４．８�
２２ シルクマッドネス �５黒鹿５７ 小坂 忠士有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４５８－ ４２：０３．６１� ４７．１�
６６ 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 ４５６－ ２２：０３．７� ９．５�
５５ � ユ ウ キ ン グ 牡５鹿 ５７ C．デムーロ	アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋２５２：０４．１２� １１２．３


（伊）

８８ ヤマニンレジェール 牝４栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４９４＋ ２２：０４．４２ ５４．４�
１１ イ ー グ ル 牡５栗 ５７ C．ルメール 久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４８８＋１０２：０８．４大差 ２．９�

（仏）

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，３９２，５００円 複勝： ２８，５６６，８００円 枠連： １０，６２９，６００円

馬連： ３９，３４２，９００円 馬単： ３３，４３１，１００円 ワイド： １７，４０６，８００円

３連複： ５４，３２６，９００円 ３連単： １５２，９０８，３００円 計： ３５７，００４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（３－４） ４４０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� １８０円 �� ４６０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ４，４００円

票 数

単勝票数 計 ２０３９２５ 的中 � ７３８６８（１番人気）
複勝票数 計 ２８５６６８ 的中 � １１３２６２（１番人気）� ４３３４９（３番人気）� １６４５４（５番人気）
枠連票数 計 １０６２９６ 的中 （３－４） １８０６５（２番人気）
馬連票数 計 ３９３４２９ 的中 �� ７１８０１（２番人気）
馬単票数 計 ３３４３１１ 的中 �� ３５４１３（３番人気）
ワイド票数 計 １７４０６８ 的中 �� ３０４４８（２番人気）�� ８３３４（７番人気）�� ５３１１（９番人気）
３連複票数 計 ５４３２６９ 的中 ��� ２７９１６（５番人気）
３連単票数 計１５２９０８３ 的中 ��� ２５６５７（１５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１２．０―１４．１―１４．０―１４．０―１３．３―１２．６―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．３―３０．３―４４．４―５８．４―１：１２．４―１：２５．７―１：３８．３―１：５０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル バ ト ン 
�
父 ブライアンズタイム 

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１１．８ 京都１着

２００７．４．１４生 牡５栗 母 ボ ル ジ ア Ⅱ 母母 Cut Ahead １２戦３勝 賞金 ３５，１５６，０００円
〔その他〕 イーグル号は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０４０２０ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

３４ 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 ５１０－ ２１：１２．３ ３．２�

８１３ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５６ C．デムーロ 尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４６８＋ ２１：１２．４� １６．９�
（伊）

７１２ スマートアーサイト 牡５黒鹿５７ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０± ０１：１３．０３� ３．１�

７１１ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ １２．１�

１１ メイショウゴモン 牡４鹿 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９０－ ２１：１３．２１� １８．７�
５８ � エーシンホーマー 牡４鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 米

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

４８６－ ４１：１３．４１� ４．６�
６１０ クリスタルヒル 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５０８－ ６１：１３．５� ４２．４	
２２ �� イメージレイナ 牝５青鹿

５５
５２ ▲花田 大昂岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４５６± ０１：１３．８１	 ８１．１

６９ 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 ５１４＋ ４１：１３．９	 １０．０�
４６ � ワイルドジョイ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４４６＋ ４１：１４．１１ １１３．８�
４５ デイブレイク 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８６＋ ４ 〃 アタマ ２８．５�
５７ ヒアズルッキング 
４鹿 ５６ 酒井 学 キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０ 〃 アタマ ５２．８�
８１４� サカジロタイヨー 牡４鹿 ５６ 国分 恭介ロイヤルパーク 武 宏平 日高 下河辺牧場 ４２６－ ４１：１４．９５ ２９０．９�
３３ � カシノハクリュウ 牡５芦 ５７ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５５２－ ４ 〃 ハナ ２２４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，８４０，４００円 複勝： ３３，５７７，５００円 枠連： １５，１６９，２００円

馬連： ５７，４７３，１００円 馬単： ３８，９５３，９００円 ワイド： ２５，５７２，９００円

３連複： ８０，２８７，９００円 ３連単： １４１，４８１，２００円 計： ４１６，３５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ４００円 � １５０円 枠 連（３－８） ２，０２０円

馬 連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ２１０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� １４，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２３８４０４ 的中 � ６０２９１（２番人気）
複勝票数 計 ３３５７７５ 的中 � ９４０２９（１番人気）� １４２００（７番人気）� ６６４６３（２番人気）
枠連票数 計 １５１６９２ 的中 （３－８） ５５５５（９番人気）
馬連票数 計 ５７４７３１ 的中 �� １９６２９（８番人気）
馬単票数 計 ３８９５３９ 的中 �� ７７５２（１２番人気）
ワイド票数 計 ２５５７２９ 的中 �� ５９４９（１０番人気）�� ３８４１７（１番人気）�� ５５１５（１２番人気）
３連複票数 計 ８０２８７９ 的中 ��� ２５１３２（５番人気）
３連単票数 計１４１４８１２ 的中 ��� ７３００（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．９―１２．０―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．８―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッドタウンレディ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１０．５．１６ 京都３着

２００７．２．６生 牝５黒鹿 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle １５戦３勝 賞金 ３１，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０２１ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第９競走 ��１，８００�
か す が

春 日 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４６ メイショウウズシオ 牡５黒鹿５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７６－ ４１：４７．５ １０．４�

１１ ナリタプラチナ 牡６黒鹿５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８１：４７．８２ ２１．２�
６１０ レッドセインツ 牡４鹿 ５６ C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３８± ０１：４７．９クビ １．８�

（仏）

２３ カルドブレッサ 牡４栗 ５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６１：４８．０� ４．４�
２２ 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 ４６４＋ ２１：４８．３１� １１．０�
８１５ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５７ 小牧 太土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８８＋ ８ 〃 クビ ９３．２	
６１１ ベンジャミン 牡４青鹿５６ 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ４９４－ ８ 〃 ハナ ３４．６

３４ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５７ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ １２３．１�
５８ サウンドバスター 牡４鹿 ５６ 池添 謙一増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４７８± ０１：４８．４� １２．７�
８１４ アフォリズム 牝４鹿 ５４ C．デムーロ H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４４２＋ ２１：４８．５� ４７．４

（伊）

７１２ アドマイヤサイモン 牡４栗 ５６ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６１：４８．６� ４３．３�
３５ スズカスパーク 牡７芦 ５７ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４８４－ ２１：４８．７� ４６９．５�
７１３ アッシュール 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７８＋ ２ 〃 ハナ １６９．１�
４７ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５６± ０１：４９．０１� ４９８．２�
５９ アドバンスヘイロー 牡６青鹿５７ 武 豊西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４７４＋ ２１：４９．１� １７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，３８２，１００円 複勝： ７８，５６０，１００円 枠連： ２９，３７９，５００円

馬連： １１４，３１７，４００円 馬単： ７２，７３４，９００円 ワイド： ４４，２７２，９００円

３連複： １３８，３２０，５００円 ３連単： ２７９，８２５，３００円 計： ７９６，７９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２７０円 � ３９０円 � １１０円 枠 連（１－４） ７，１５０円

馬 連 �� ７，７００円 馬 単 �� １５，１９０円

ワ イ ド �� ２，０１０円 �� ４５０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ４，３９０円 ３ 連 単 ��� ４７，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３９３８２１ 的中 � ３００４８（３番人気）
複勝票数 計 ７８５６０１ 的中 � ５０８０７（４番人気）� ３１９７８（７番人気）� ３５７１８５（１番人気）
枠連票数 計 ２９３７９５ 的中 （１－４） ３０３５（１８番人気）
馬連票数 計１１４３１７４ 的中 �� １０９６３（２２番人気）
馬単票数 計 ７２７３４９ 的中 �� ３５３４（４４番人気）
ワイド票数 計 ４４２７２９ 的中 �� ５０２９（２１番人気）�� ２６２８３（３番人気）�� １６７２２（７番人気）
３連複票数 計１３８３２０５ 的中 ��� ２３２７１（１４番人気）
３連単票数 計２７９８２５３ 的中 ��� ４３０４（１４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３６．６―４８．９―１：０１．２―１：１２．９―１：２４．２―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウウズシオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．９ 小倉１着

２００７．４．１２生 牡５黒鹿 母 カワカミパウダー 母母 パウダースノー １７戦４勝 賞金 ７９，４８０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０４０２２ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第１０競走 ��２，４００�
しょうらい

松籟ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下，２３．１．２９以降２４．１．２２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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

１１ ト パ ン ガ 牡６青鹿５５ C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４２：２７．１ ９．９�

（仏）

７８ ドリームノクターン 牡７鹿 ５６ 和田 竜二セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５１０＋ ２２：２７．３１� １９．２�
８１１ マ ナ ク ー ラ 牡６黒鹿５５ C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９０＋１２ 〃 クビ １１．６�
（伊）

６６ ロードオブザリング 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ５１６－ ２２：２７．４クビ １．９�
７９ タニノエポレット 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０６± ０ 〃 クビ ４．６�
２２ タガノファントム 牡８栗 ５４ 秋山真一郎八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４＋１０２：２７．５� １１８．６�
５５ � ウォークラウン 牡６鹿 ５６ 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５２４＋ ２２：２７．７１� ６．２	
４４ フェニコーン 牡８黒鹿５５ 佐藤 哲三齊藤四方司氏 小桧山 悟 門別 下河辺牧場 ５１２± ０２：２７．８� ２７．３

８１０ ブルースターキング 牡６黒鹿５３ 川島 信二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ４０．３�
３３ ギムレットアイ 牡７鹿 ５０ 酒井 学小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６４－ ４２：２８．４３� ２２３．１�
６７ テイエムクレナイ 牝７栗 ５２ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８２± ０２：２９．０３� ２１．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４２，０５６，８００円 複勝： ６６，８５９，５００円 枠連： ２４，７９０，０００円

馬連： １２９，８６６，３００円 馬単： ８７，７７５，５００円 ワイド： ４７，３３０，６００円

３連複： １５５，０６２，８００円 ３連単： ３５８，１９８，３００円 計： ９１１，９３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３４０円 � ６３０円 � ４００円 枠 連（１－７） １，９６０円

馬 連 �� ７，５６０円 馬 単 �� １５，７００円

ワ イ ド �� ２，４４０円 �� １，０６０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� １９，１１０円 ３ 連 単 ��� １３８，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４２０５６８ 的中 � ３３５６５（４番人気）
複勝票数 計 ６６８５９５ 的中 � ５６０２８（４番人気）� ２６０９７（７番人気）� ４４５７１（５番人気）
枠連票数 計 ２４７９００ 的中 （１－７） ９３４６（７番人気）
馬連票数 計１２９８６６３ 的中 �� １２６９０（２５番人気）
馬単票数 計 ８７７７５５ 的中 �� ４１２８（４１番人気）
ワイド票数 計 ４７３３０６ 的中 �� ４７１２（２６番人気）�� １１２９０（１３番人気）�� ５７１８（２３番人気）
３連複票数 計１５５０６２８ 的中 ��� ５９９１（５２番人気）
３連単票数 計３５８１９８３ 的中 ��� １９０２（３１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．２―２３．６―３５．２―４８．３―１：０１．６―１：１３．９―１：２６．０―１：３８．６―１：５０．４―２：０１．８―２：１４．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト パ ン ガ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー ２００９．３．１ 阪神４着

２００６．１．２８生 牡６青鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria ２２戦５勝 賞金 ７７，４３７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※ギムレットアイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



０４０２３ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第１１競走 ��１，６００�第４７回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）
発走１５時３５分 （芝・右・外）

牝，４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５２�５歳以上５３�，収得賞金１，６００万円毎１�
増，�：４歳５４�５歳以上５５�，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１
着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

２３ ドナウブルー 牝４鹿 ５２ C．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ８１：３３．８ ４．４�
（伊）

２４ 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 ４７０－ ４１：３４．０１� ３．８�
６１１ アスカトップレディ 牝５黒鹿５４ 酒井 学上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７４＋ ２ 〃 クビ ７．３�
５１０ ビッグスマイル 牝４黒鹿５２ 国分 恭介大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４４２± ０１：３４．１クビ ７．９�
３６ クィーンズバーン 牝４黒鹿５２ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：３４．２� ２２．９�
４８ レディアルバローザ 牝５鹿 ５４ 武 豊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４９０＋ ４１：３４．５１� １４．１	
３５ コスモネモシン 牝５青鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４７６＋１２１：３４．６� ７．７

８１５ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５３ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ４１：３４．７� ９７．３�
７１４ エーシンリターンズ 牝５栗 ５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ １１．２�
１１ 	 レジェトウショウ 牝６栗 ５４ 熊沢 重文トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ２１５．２
１２ エリンコート 牝４黒鹿５６ C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：３５．１２� ３５．６�

（仏）

７１３ サワヤカラスカル 牝７鹿 ５４ 長谷川浩大永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５２－ ２１：３５．２� ２９５．０�
８１６ スプリングサンダー 牝５鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １９．１�
６１２ ダンスファンタジア 牝４鹿 ５３ 池添 謙一 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：３５．７３ １６．０�
４７ スイートマトルーフ 牝６青鹿５４ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４９８＋ ２１：３５．８� １３３．９�
５９ ライステラス 牝４芦 ５３ 和田 竜二 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６８± ０１：３７．４１０ １９９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３４，７１９，６００円 複勝： ２１５，０５０，０００円 枠連： １２２，００５，３００円

馬連： ６７３，７９４，０００円 馬単： ３１３，９１０，１００円 ワイド： ２０７，９７５，７００円

３連複： ９１７，７１５，０００円 ３連単： １，６８５，５４８，１００円 計： ４，２７０，７１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（２－２） １，０６０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ７５０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� １０，９３０円

票 数

単勝票数 計１３４７１９６ 的中 � ２４１８２２（２番人気）
複勝票数 計２１５０５００ 的中 � ２９６１７２（２番人気）� ４４６７３７（１番人気）� ２６３５２６（３番人気）
枠連票数 計１２２００５３ 的中 （２－２） ８５２９４（３番人気）
馬連票数 計６７３７９４０ 的中 �� ４６５０７７（２番人気）
馬単票数 計３１３９１０１ 的中 �� １１５２８４（３番人気）
ワイド票数 計２０７９７５７ 的中 �� １２７１０９（２番人気）�� ６４３０８（７番人気）�� １３８１６８（１番人気）
３連複票数 計９１７７１５０ 的中 ��� ２９８７３２（３番人気）
３連単票数 計１６８５５４８１ 的中 ��� １１３８２５（１１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．７―１１．８―１１．７―１１．４―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．４―４７．２―５８．９―１：１０．３―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナウブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１０．１０．２３ 京都１着

２００８．２．９生 牝４鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ９戦４勝 賞金 ８３，８５９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０４０２４ １月２９日 曇 良 （２４京都２）第２日 第１２競走 ��１，４００�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，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

７１３ エーシンハダル 牡５鹿 ５７ C．ルメール�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B５０４＋ ６１：２４．５ ８．５�
（仏）

５９ スガノメダリスト 牡６栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８６－ ６１：２４．８１� １７．４�
３５ スピルオーバー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５４８＋ ４１：２４．９� ６．９�
８１６ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５２０－ ２１：２５．２１� ２．１�
６１２ ステラリード 牝５栗 ５５ 川田 将雅広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５２＋ ６１：２５．３� ９．１�
６１１ 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 ５０４－ ４１：２５．６２ ８６．７�
４８ シ ェ ー カ ー 牡５芦 ５７ 佐藤 哲三深見 富朗氏 北出 成人 新冠 コスモヴューファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ４９．９	
１１ アマノレインジャー 牡４栗 ５６ 国分 恭介中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ８．０

８１５ ディアアゲイン 牡７栗 ５７ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４７０＋１８１：２５．７� ３４２．１�
２４ ピュアマリーン 牝６栗 ５５ 芹沢 純一�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５８＋ ２１：２５．８クビ ２５４．２
５１０ テイエムフルパワー 牡８栗 ５７ 丹内 祐次竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４８＋ ６１：２６．１２ ２３８．５�
１２ 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 ４９２＋ ６１：２６．５２� ２７６．８�
３６ ラディアーレ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７２＋ ４１：２６．７１� ６．０�
２３ ショウナンカッサイ 牝６鹿 ５５ C．デムーロ 国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４５４－ ２１：２７．０２ ８７．５�

（伊）

４７ � ピイエフドルチェ 牝７栗 ５５
５２ ▲花田 大昂藤原征士郎氏 武 宏平 浦河 久保 時夫 ４７０＋ ４１：２７．９５ ５９１．１�

７１４ クラウンリバー 牝４鹿 ５４ 熊沢 重文矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 ４７６－ ６１：２９．５１０ ２８４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，９５４，２００円 複勝： ７５，６６６，８００円 枠連： ３９，８４０，３００円

馬連： １６０，７８９，８００円 馬単： １００，９９５，９００円 ワイド： ５９，３５６，４００円

３連複： ２０３，９７９，５００円 ３連単： ４３０，１２３，９００円 計： １，１２３，７０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２６０円 � ３５０円 � ２５０円 枠 連（５－７） ４，６２０円

馬 連 �� ４，８４０円 馬 単 �� ９，２７０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� ８３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ８，５８０円 ３ 連 単 ��� ５８，７６０円

票 数

単勝票数 計 ５２９５４２ 的中 � ４９２７３（５番人気）
複勝票数 計 ７５６６６８ 的中 � ７８６１７（５番人気）� ５３６０８（７番人気）� ８６５４４（２番人気）
枠連票数 計 ３９８４０３ 的中 （５－７） ６３７６（１７番人気）
馬連票数 計１６０７８９８ 的中 �� ２４５６２（２０番人気）
馬単票数 計１００９９５９ 的中 �� ８０４４（３８番人気）
ワイド票数 計 ５９３５６４ 的中 �� １０５２２（２０番人気）�� １８０３０（１０番人気）�� １２２１０（１８番人気）
３連複票数 計２０３９７９５ 的中 ��� １７５５８（２７番人気）
３連単票数 計４３０１２３９ 的中 ��� ５４０３（１９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．２―５９．３―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンハダル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．７．１９ 新潟１３着

２００７．４．２１生 牡５鹿 母 フ ジ ャ ブ 母母 Winters’ Love ２１戦４勝 賞金 ４３，１９０，０００円
〔発走状況〕 ショウナンカッサイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 タガノエベンヌ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（２４京都２）第２日 １月２９日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５４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

２４７，７６０，０００円
２，０８０，０００円
５，６４０，０００円
１，６５０，０００円
２２，７８０，０００円
５４，１２９，５００円
４，７５８，０００円
１，４７８，４００円

勝馬投票券売得金
４３３，９６２，５００円
７３１，７５４，３００円
３０７，９４３，１００円
１，４１５，８６８，０００円
８４２，１６７，４００円
５１７，７９４，０００円
１，８８８，４７０，７００円
３，７３８，５５９，６００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 ９，８７６，５１９，６００円

総入場人員 ２０，１７１名 （有料入場人員 １８，３３５名）


