
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


