
０１０１９ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第７競走 ��１，２００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１４ ヒシコモンズ 牡５栗 ５７
５５ △高倉 稜阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８０－ ２１：１２．２ ４．９�

２３ ジ ョ ー モ カ 牡４栗 ５６ 藤岡 康太上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４４４－ ２１：１２．８３� ４．４�
１２ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ５１２－１０１：１３．０１� １６．６�

２４ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４７４－ ４１：１３．１クビ ３１．２�
３６ ウォーターサウンド 牡４栗 ５６ 吉田 稔山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ７．７�

（愛知）

５９ ランドタカラ 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８０＋ ６１：１３．４１� ３２．０�
６１２ リバーサルブロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４８４＋ ６１：１３．５クビ ５．７�
７１３ ローズバレー 牝４鹿 ５４ 浜中 俊	飛野牧場 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４６６＋ ２１：１３．７１� ２２０．２

８１６ フミノアカデミー 牡４栗 ５６ 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ５．８�
３５ ダテノスイミー 牡４栗 ５６ 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４８± ０１：１３．８� １１４．５�
４７ チャームドライフ 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４７０± ０１：１４．２２� １２６．２�

１１ ダンツブラボー 牡４栗 ５６
５５ ☆松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ５００＋ ４１：１４．５１� １０．８�

４８ � サクラサンクス 	４栗 ５６ U．リスポリさくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 原 光彦 ４２６－１７ 〃 クビ ４０．３�
（伊）

８１５ ゴーオンホーマン 牡４鹿 ５６ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ４１：１４．９２� １３．１�
５１０� ミッキーデピュティ 	５栗 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 小崎 憲 新ひだか グランド牧場 ５２２－ ２１：１５．１１� １０２．１�
６１１ ハートランドフェロ 牡５鹿 ５７ 芹沢 純一豊田 稔氏 須貝 彦三 新冠 赤石 久夫 ４８２＋３４１：１５．５２� ３２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４０９，８００円 複勝： ４０，２５１，３００円 枠連： ２２，２８３，０００円

普通馬連： ７０，９１３，０００円 馬単： ４４，４６７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１３４，８００円

３連複： ９４，６７９，７００円 ３連単： １４４，７９５，５００円 計： ４６８，９３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ３７０円 枠 連（２－７） ７７０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，１７０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ５，４１０円 ３ 連 単 ��� ２４，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４０９８ 的中 � ３６３４６（２番人気）
複勝票数 計 ４０２５１３ 的中 � ６２２７５（３番人気）� ７３６４０（１番人気）� ２２８３７（７番人気）
枠連票数 計 ２２２８３０ 的中 （２－７） ２１４４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０９１３０ 的中 �� ５５４０２（２番人気）
馬単票数 計 ４４４６７５ 的中 �� １６９１０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１３４８ 的中 �� １４３８８（３番人気）�� ５９７８（１５番人気）�� ５２４９（１７番人気）
３連複票数 計 ９４６７９７ 的中 ��� １２９２２（１５番人気）
３連単票数 計１４４７９５５ 的中 ��� ４４４９（５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．２―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３６．１―４８．０―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシコモンズ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．１０．２５ 京都１着

２００６．２．２０生 牡５栗 母 ヒシアタランタ 母母 ヒ シ タ エ コ ９戦２勝 賞金 １９，７５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ダンツブラボー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダンツブラボー号は，平成２３年１月９日から平成２３年１月３０日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシノストライカー号
（非抽選馬） ３頭 キクノベリータ号・キュート号・ドリームゲイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０１０２０ １月８日 晴 良 （２３京都１）第２日 第８競走 ��
��１，９００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５５．４
１：５５．４

重

重

２３ ドリームマジシャン 牡４青鹿５６ 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 ４８６＋ ２１：５９．５ ８．１�

６１２ ハリウッドスター 牡４鹿 ５６ U．リスポリ吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：５９．７１� １．４�
（伊）

２４ ピサノルビー 牝５黒鹿５５ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４８６＋ ６１：５９．９１� １１．３�
８１５ ウインドミネーター 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９８－ ４２：００．２２ １１．２�
８１６ ア ル バ ト ン 牡４栗 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７２－ ２２：００．３� １８．３�
３６ キョウワシャドー 牡４芦 ５６ 太宰 啓介�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４３８＋１０２：００．６１	 １８０．２	
１１ ゼットチャンプ 牡４鹿 ５６ F．ベリー �フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９４＋ ６２：００．７クビ ７６．５


（愛）

６１１ テイエムバゴオー 牡４黒鹿５６ 安藤 光彰竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ６０．３�
４８ キーネプチューン 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４８４＋１４２：００．８� ２２．７�
５１０ アレックスバローズ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４７２＋ ４２：００．９� ４４．０
７１３ シルクマッドネス 
４黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４６０± ０２：０１．０� １４１．２�
４７ サクラシリアス 牡４鹿 ５６ 小牧 太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ６５．６�
７１４� デンコウゼファー 
５黒鹿５７ 小林 徹弥田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 ４２８＋１０２：０１．６３� ４４６．１�
３５ � マッキースチール 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４８８－ ４ 〃 ハナ ３８６．０�
１２ マイネルチハヤ 牡４芦 ５６ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 聖心台牧場 ５１６－ ６２：０２．２３� １５４．６�
５９ マグニフィセント 牡４鹿 ５６ 吉田 稔野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３６＋ ２２：０２．６２� ９９．９�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５６４，８００円 複勝： １０７，４２２，３００円 枠連： ２８，３４７，２００円

普通馬連： ７６，７６３，６００円 馬単： ７３，２７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５００，７００円

３連複： １０９，２０１，５００円 ３連単： ２５４，８４６，２００円 計： ７１６，９２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（２－６） ２６０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ７００円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ９，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３０５６４８ 的中 � ２９８５４（２番人気）
複勝票数 計１０７４２２３ 的中 � ７８７４２（２番人気）� ７７１２９２（１番人気）� ４１９８０（４番人気）
枠連票数 計 ２８３４７２ 的中 （２－６） ８２９５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６７６３６ 的中 �� １３５１０６（１番人気）
馬単票数 計 ７３２７６０ 的中 �� ３６３５３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５００７ 的中 �� ５５６４０（１番人気）�� １０８３８（９番人気）�� ２５７９７（３番人気）
３連複票数 計１０９２０１５ 的中 ��� ７３８７２（２番人気）
３連単票数 計２５４８４６２ 的中 ��� １８９８８（２５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．８―１３．３―１３．１―１２．９―１２．６―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．８―１７．９―２９．７―４３．０―５６．１―１：０９．０―１：２１．６―１：３４．０―１：４６．５

コーナー
通過順位

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

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

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４青鹿 母 マイネマジック 母母 レツドフラツシユ １１戦２勝 賞金 １９，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 ハリウッドスター号は，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。
（非当選馬） １頭 ゴシップガール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。


