
０４０１１ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１日 第１１競走 ��
��１，２００�第１６回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）

４歳以上，２２．１．３０以降２３．１．２３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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５９ ジョーカプチーノ 牡５芦 ５８ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ５３２＋１０１：０８．２ ２．２�

３６ � アーバニティ 牡７黒鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０６－ ６１：０８．３� ５８．０�
４７ � モルトグランデ 牡７鹿 ５６ 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４９０＋１０１：０８．４	 １０．９�
１２ セイコーライコウ 牡４鹿 ５４ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４９０± ０１：０８．５� １６．７�
４８ � シンボリグラン 牡９芦 ５６ U．リスポリシンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５５０＋ ４１：０８．６クビ ５５．１�
（伊）

７１４ スカイノダン 牝５黒鹿５３ 国分 恭介江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ２１：０８．７� １０．４�

２３ スプリングソング 牡６青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５２０± ０ 〃 クビ ４．１	
１１ サンダルフォン 牡８鹿 ５７ 酒井 学
ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４４＋ ２ 〃 ハナ ３４．０�
７１３ ジェイケイセラヴィ 
７鹿 ５７ 藤田 伸二小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８６± ０１：０８．８クビ １３．７�
８１６ グランプリエンゼル 牝５栃栗５４ 藤岡 佑介北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４５２＋ ８ 〃 クビ ３６．２
６１２ ファイングレイン 牡８黒鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９８＋ １１：０９．０１ ５５．１�
８１５ アーバンストリート 牡７芦 ５５ M．デムーロ佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５８＋ ４１：０９．１	 ２８．４�

（伊）

６１１ ウエスタンビーナス 牝８黒鹿５４ 吉田 稔西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４６８－ ２ 〃 アタマ ２７８．６�
（愛知）

５１０ ウエスタンダンサー 牝７鹿 ５２ 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５０４＋ ２１：０９．３１� １９３．８�
３５ ティファニーケイス 牝４鹿 ５２ 津村 明秀�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 B４８０＋ ４１：０９．４	 ３２．８�
２４ ショウナンカザン 牡６鹿 ５７ 小牧 太国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９６＋ ６１：０９．７２ １８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １００，６０１，１００円 複勝： １５８，２３９，３００円 枠連： ９１，６３５，１００円

普通馬連： ４７４，０７４，７００円 馬単： ２４７，３８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５９，６６３，４００円

３連複： ６６０，９４３，７００円 ３連単： １，２４６，１１２，４００円 計： ３，１３８，６５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � ９６０円 � ２９０円 枠 連（３－５） ２，９８０円

普通馬連 �� ７，８９０円 馬 単 �� １１，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６８０円 �� ５６０円 �� ７，０４０円

３ 連 複 ��� ２９，１００円 ３ 連 単 ��� １２１，５２０円

票 数

単勝票数 計１００６０１１ 的中 � ３６４５２５（１番人気）
複勝票数 計１５８２３９３ 的中 � ３７５７０２（１番人気）� ３１９６１（１３番人気）� １３２９７６（４番人気）
枠連票数 計 ９１６３５１ 的中 （３－５） ２２７０６（１３番人気）
普通馬連票数 計４７４０７４７ 的中 �� ４４３４６（２８番人気）
馬単票数 計２４７３８３４ 的中 �� １６５５０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５９６６３４ 的中 �� １４１６５（３０番人気）�� ７６６４８（２番人気）�� ５２９９（６４番人気）
３連複票数 計６６０９４３７ 的中 ��� １６７６７（９１番人気）
３連単票数 計１２４６１１２４ 的中 ��� ７５６８（３７１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．３―１１．１―１０．９―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３４．８―４５．９―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．７―３F３３．４
３ ５，１１（３，１３）８（４，１０）（７，１４）２，９（１，６）１５，１２，１６ ４ ・（５，１１，１３）（３，８）１０（７，１４）４（２，９）（１，６）１５，１２，１６

勝馬の
紹 介

ジョーカプチーノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２００８．９．１３ 札幌２着

２００６．４．１１生 牡５芦 母 ジョープシケ 母母 ジョーユーチャリス １４戦６勝 賞金 ２４９，８３９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１８頭 アポロドルチェ号・アーリーロブスト号・インオラリオ号・エーシンエフダンズ号・オリオンスターズ号・

グッドキララ号・ケイアイアストン号・サリエル号・シャウトライン号・ステラリード号・スペースフライト号・
スリーアリスト号・ゼットフラッシュ号・ダンスフォーウィン号・テイエムカゲムシャ号・ニシノコンサフォス号・
メイショウセンゴク号・メジロシリング号

※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。

０４０１２ １月２９日 晴 良 （２３京都２）第１日 第１２競走 ��１，８００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ ローレルレヴァータ �４鹿 ５６ 岡部 誠 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６０± ０１：５３．３ ６．５�
（愛知）

１１ 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 ４９０＋ ４１：５３．５１� ３．８�
６６ エイシンナナツボシ 牡４鹿 ５６ 川田 将雅平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５３２－ ４１：５３．６クビ ２１．５�
７９ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：５３．７� ２．８�
８１０ スーサンストリーム 牡４芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６２＋ ４１：５３．８� ２３．４�
４４ エーシンテンモク 牡４鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４８６＋ ６ 〃 アタマ ３６．２�
８１１� レ ア メ タ ル 牡５栗 ５７ 田辺 裕信	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４８０± ０１：５３．９	 ２０．４

５５ ミ コ ノ ス 牝６芦 ５５ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４４２± ０１：５４．０	 ２８．５�
７８ ウエスタンシーザー 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ ９３．４�
６７ レッドサーパス 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：５４．４２	 ４．４
３３ ナムラフューチャー 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４８６－ ２１：５５．８９ ２２．６�

（愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，４５２，４００円 複勝： ４４，５５３，３００円 枠連： ２３，４３１，０００円

普通馬連： １０６，０９４，９００円 馬単： ６４，９９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，６７７，１００円

３連複： １３２，９０４，６００円 ３連単： ２７７，１３６，４００円 計： ７１７，２４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ４７０円 枠 連（１－２） １，０５０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，９３０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ６，７００円 ３ 連 単 ��� ３３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３０４５２４ 的中 � ３７３６５（４番人気）
複勝票数 計 ４４５５３３ 的中 � ６１６０６（４番人気）� ８３２８８（２番人気）� １９４７９（８番人気）
枠連票数 計 ２３４３１０ 的中 （１－２） １６６０８（４番人気）
普通馬連票数 計１０６０９４９ 的中 �� ８３２３６（４番人気）
馬単票数 計 ６４９９０８ 的中 �� ２１８７０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７６７７１ 的中 �� ２４６２３（４番人気）�� ４５５４（２７番人気）�� ５７５９（２１番人気）
３連複票数 計１３２９０４６ 的中 ��� １４６５５（２８番人気）
３連単票数 計２７７１３６４ 的中 ��� ６０８７（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３６．５―４９．８―１：０３．０―１：１６．０―１：２８．７―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルレヴァータ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１１．２１ 京都１着

２００７．４．１４生 �４鹿 母 ラブリーサンライズ 母母 ナイトブリーズ １７戦３勝 賞金 ３２，３５０，０００円
〔騎手変更〕 ミコノス号の騎手高倉稜は，病気のため秋山真一郎に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


