
０４０１３ ２月３日 小雨 重 （２０京都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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

２２ ケンモンスター 牡３青鹿５６ 石橋 守中西 健造氏 松永 昌博 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４８２± ０１：１３．２ ４４．２�

７９ クリスタルドア 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４８６＋ ２１：１３．６２� ９．１�
３３ アサケボーイ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎大橋 堯氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４９４－ ４１：１３．９２ ４．４�
７８ ド モ ナ ラ ズ 牡３栗 ５６ C．ルメール 小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４５８－１２ 〃 ハナ ３．５�

（仏）

４４ オウシュウバラッド 牡３栗 ５６ 和田 竜二西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B４９４－ ２１：１４．２１� ３．４�
８１１ シンゼンシンノスケ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 門別 竹島 幸治 ４４６－１４ 〃 アタマ １１．８�
５５ テイクザロマン 牝３鹿 ５４ 田中 学水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４４０－１０１：１４．４１� １５．８�

（兵庫）

６６ セフティープラチナ 牡３黒鹿５６ 小牧 太池田 實氏 須貝 彦三 静内 マルショウ牧場 ４６８ ―１：１４．５クビ ３５．３	
６７ カシノボイス 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智柏木 務氏 福永 甲 浦河 アイオイファーム ４８４＋ ４１：１４．７１� ９３．６

８１０ キリポラリス 牡３黒鹿５６ 岩崎 祐己�本桐牧場 西橋 豊治 三石 本桐牧場 ４３８－ ４１：１５．０２ １２１．４�
１１ キーボックス 牡３鹿 ５６ 柴原 央明北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ５２８＋ ６１：１５．４２� ８．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，３８２，４００円 複勝： ２６，８０３，３００円 枠連： ２１，０２５，０００円

普通馬連： ８１，１５０，７００円 馬単： ８４，４３３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０８１，８００円

３連複： １２２，２４１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３８１，１１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４２０円 複 勝 � １，０８０円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（２－７） ５，６９０円

普通馬連 �� １５，１７０円 馬 単 �� ３８，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６７０円 �� ２，４１０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １７，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３８２４ 的中 � ３８１７（９番人気）
複勝票数 計 ２６８０３３ 的中 � ５０２２（９番人気）� ２７３０３（４番人気）� ５００９５（３番人気）
枠連票数 計 ２１０２５０ 的中 （２－７） ２７３１（１８番人気）
普通馬連票数 計 ８１１５０７ 的中 �� ３９５０（２９番人気）
馬単票数 計 ８４４３３４ 的中 �� １６１７（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０８１８ 的中 �� １５５２（２９番人気）�� ２３８９（２６番人気）�� １００１８（７番人気）
３連複票数 計１２２２４１１ 的中 ��� ５０９１（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．０―１２．３―１２．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．１―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンモンスター �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 シリウスシンボリ デビュー ２００７．９．８ 阪神５着

２００５．３．２２生 牡３青鹿 母 ケンエンプリス 母母 メグミダンサー ６戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１０分に変更。
〔制裁〕 テイクザロマン号の騎手田中学は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※セフティープラチナ号は，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または施行団体名を表示している。



０４０１４ ２月３日 小雨 重 （２０京都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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７７ イマカツタイガー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４７４－ ２１：５６．３ １．７�

３３ スマートファントム 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ６１：５６．７２� １６．９�
１１ カレンミラバッシ 牡３青鹿５６ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：５６．８� １４．７�
８８ マッシヴエンペラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７８± ０１：５７．０１ １７．０�
２２ メイショウグラード 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４９６＋ ２１：５７．１� ７．６�
６６ メイショウエビス 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４６４－ ６１：５７．４２ １０．７�
４４ マーベラスブレイド 牡３黒鹿５６ C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 浦河 鎌田 正嗣 ４４４＋ ４１：５７．５� ５．４	
（仏）

５５ ハードギムレット 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介津田 一男氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４３８－ ４１：５８．２４ ３７．４

８９ カネダイシシャモ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４５６－ ４１：５９．１５ ５８．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，９０６，９００円 複勝： ３２，９３２，０００円 枠連： １６，４７０，４００円

普通馬連： ７１，２５２，７００円 馬単： ９１，５０２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５７６，２００円

３連複： １０９，４７２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３６９，１１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � ３２０円 枠 連（３－７） １，３６０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ４２０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３９０６９ 的中 � １１７４２４（１番人気）
複勝票数 計 ３２９３２０ 的中 � １５９７７５（１番人気）� １３２０８（７番人気）� １６８２１（６番人気）
枠連票数 計 １６４７０４ 的中 （３－７） ８９８３（６番人気）
普通馬連票数 計 ７１２５２７ 的中 �� ３７８０２（６番人気）
馬単票数 計 ９１５０２０ 的中 �� ３５０９６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５７６２ 的中 �� １１０４６（７番人気）�� １４７１９（５番人気）�� ３０７７（２１番人気）
３連複票数 計１０９４７２７ 的中 ��� １９１００（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１３．８―１４．０―１３．９―１２．９―１２．７―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３７．８―５１．８―１：０５．７―１：１８．６―１：３１．３―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

イマカツタイガー �

父 メイショウドトウ �


母父 Lost Code デビュー ２００７．７．２２ 函館６着

２００５．２．１５生 牡３栗 母 エイシンシルバー 母母 ダンスキャット ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔騎手変更〕 スマートファントム号の騎手O．ペリエは，病気のため秋山真一郎に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０４０１５ ２月３日 小雨 重 （２０京都２）第２日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２２ スリーリンクス 牝３黒鹿５４ 岩崎 祐己永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４３６－ ６１：２７．１ １６．６�

８１１ パ シ テ ィ ア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ
ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８＋ ６１：２７．２� ８．１�

７９ ハッピードロップ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 ４５２－１６１：２７．４１� ２．６�
５６ アドマイヤピット 牝３鹿 ５４ 吉田 稔近藤 利一氏 南井 克巳 浦河 辻 牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ ２１．２�

（愛知）

７１０ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム ４４８＋ ２１：２７．５クビ ７５．２�
６７ モ ニ カ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅田口 廣氏 佐山 優 厚真 山下 義之 ４３２－ ２１：２７．７１� ３６．２	
３３ トウカイメリッサ 牝３鹿 ５４ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４６４ ―１：２７．８� ３４．４

５５ リアルタイム 牝３鹿 ５４ 幸 英明釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 村本牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ３７．５�
８１２ ユキノマーチャン 牝３黒鹿５４ C．ルメール 遠藤 宗義氏 河内 洋 門別 浜本牧場 ４３０－ ４１：２８．１１� ５．７�

（仏）

４４ ホーマンフィールド 牝３鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２６＋ ２１：２８．２� １２４．０

６８ ルーナキャスケード 牝３鹿 ５４ 和田 竜二伊藤 仁氏 木原 一良 門別 広富牧場 ４３６－ ２１：２８．７３ ２．９�
（７９７４）

１１ メイショウキール 牝３鹿 ５４
５１ ▲田中 克典松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ２１：２８．８� ５９．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８８，０００円 複勝： ２３，２８１，６００円 枠連： ２１，９８４，９００円

普通馬連： ７２，３５５，２００円 馬単： ８４，１３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８０２，９００円

３連複： １１３，７１５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３６２，１６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（２－８） ２，３５０円

普通馬連 �� ４，９１０円 馬 単 �� １２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ７４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８８８０ 的中 � １０３９３（５番人気）
複勝票数 計 ２３２８１６ 的中 � １９２１１（５番人気）� ２２５２８（４番人気）� ５０５５３（２番人気）
枠連票数 計 ２１９８４９ 的中 （２－８） ６９２０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７２３５５２ 的中 �� １０８７８（１７番人気）
馬単票数 計 ８４１３２７ 的中 �� ４９８４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８０２９ 的中 �� ４１６３（１４番人気）�� ８３３４（８番人気）�� １１２８３（５番人気）
３連複票数 計１１３７１５６ 的中 ��� １６８３３（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３６．０―４８．７―１：０１．２―１：１３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．４
３ ・（６，８，１０）（３，１１）９（７，２）（１，４）（５，１２） ４ ・（６，８，１０）１１（３，９，２）７，５，１，４，１２

勝馬の
紹 介

スリーリンクス �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００７．１２．１６ 阪神７着

２００５．４．２３生 牝３黒鹿 母 スリーリリック 母母 スリーリオン ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時００分に変更。
※トウカイメリッサ号は，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または施行団体名を表示している。



競 走 の 中 止 第４競走 �� ２，９３０�サラブレッド系障害４歳以上
（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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円

１１ ハリーズコメット 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシ
ング 萩原 清

２２ プラチナブラック 牡４青鹿５９ 柴田 大知 松平 正樹氏 高松 邦男
３３ ドングレイシー 牡６栗 ６０ 林 満明 山田 貢一氏 崎山 博樹
３４ マーブルジーン 牡４黒鹿５９ 岩崎 祐己 下村 直氏 田所 清広
４５ エリモマキシム �９鹿 ６０ 西谷 誠 山本 菊一氏 坂口 正則
４６ ウォータートリトン 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志 山岡 良一氏 鹿戸 明
５７ ファイブアロー �５鹿 ６０ 南井 大志 松元 保氏 南井 克巳
５８ グラントリアノン 牡４栗 ５９ 今村 康成 �キャロット

ファーム 作田 誠二
６９ ラダマンテス �７鹿 ６０ 出津 孝一 �ノースヒルズマ

ネジメント 新川 恵
６１０ ハストラング 牡４鹿 ５９ 仲田 雅興 岡田 牧雄氏 小崎 憲
７１１ メイケイグリーン �４黒鹿５９ 白浜 雄造 名古屋競馬� 木原 一良
７１２�スリーエリシオ 牡７鹿 ６０ 菊地 昇吾 永井商事� 武 宏平
８１３ ドリームゲッター 牡６鹿 ６０ 植野 貴也 田邉 康子氏 大橋 勇樹
８１４ マジックキングダム �４鹿 ５９ 蓑島 靖典 �ユートピア牧場 高橋 義博

※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 ジェネラスボーイ号・シゲルタックフィリ号・ツルミトゥインクル号・フジヤマスウィープ号・ワイルドバニヤン号



０４０１６ ２月３日 小雨 重 （２０京都２）第２日 第５競走 ��
��１，９００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

８１０ スリーオリオン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎永井商事� 橋本 寿正 浦河 信岡牧場 ４３８－ ２２：００．４ １０．０�

１１ モンテクリスエス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３０± ０２：００．８２� １．６�
３３ シーシャトー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４３２－ ６２：０１．３３ ７７．０�
４４ ブラボーデイジー 牝３芦 ５４

５１ ▲船曳 文士松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５０８－ ４２：０２．６８ ７．１�
７８ マームードイモン 牡３鹿 ５６ 幸 英明井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４２４± ０２：０３．３４ ３９．７�
６６ マ サ ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 武 幸四郎丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５１８－１０ 〃 クビ １８．３�
８９ ベイビーワンカフェ 牝３青 ５４ 藤田 伸二平賀 修二氏 田所 清広 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８２－ ２２：０４．０４ ５８．４	
７７ ファンドリテンカ 牡３黒鹿５６ 吉田 稔水戸 富雄氏 西園 正都 鵡川 市川牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ６７．２


（愛知）

２２ マイネルローゼン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ４９６＋ ２２：０５．３８ ８．４�

５５ ナリタダイコク 牡３黒鹿５６ 小牧 太�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ４９４－ ６２：０５．９３� ６．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，９２０，２００円 複勝： ３５，１９１，４００円 枠連： ２０，７８６，７００円

普通馬連： ７９，５３０，６００円 馬単： １０７，２５８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６５９，０００円

３連複： １２８，２０４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４２８，５５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １，２４０円 枠 連（１－８） ５５０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３，８３０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� １０，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９９２０２ 的中 � ２３７７４（５番人気）
複勝票数 計 ３５１９１４ 的中 � ３４７６９（５番人気）� １４８７０７（１番人気）� ３９８８（１０番人気）
枠連票数 計 ２０７８６７ 的中 （１－８） ２８３４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９５３０６ 的中 �� ８５６７０（４番人気）
馬単票数 計１０７２５８８ 的中 �� ３９７８３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６５９０ 的中 �� ２５１２０（３番人気）�� １６１９（３３番人気）�� ２８１７（２０番人気）
３連複票数 計１２８２０４７ 的中 ��� ９４３０（３４番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１１．４―１３．０―１３．１―１３．１―１３．０―１３．３―１２．９―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１７．７―２９．１―４２．１―５５．２―１：０８．３―１：２１．３―１：３４．６―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．１
１
３

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

２
４

・（１，２）－５（８，１０，６）４－（３，９）－７・（１，６）（８，５，１０，４）（２，３）－７－９
勝馬の
紹 介

スリーオリオン 
�
父 オペラハウス 

�
母父 ミ シ ル デビュー ２００７．８．１２ 札幌７着

２００５．２．１５生 牡３栗 母 スリーケープ 母母 ノースケープ ７戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔騎手変更〕 マサヤマト号の騎手O．ペリエは，病気のため武幸四郎に変更。
〔その他〕 ナリタダイコク号は，積雪による馬場変更のため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※一般事項Ⅶ－３により距離２，０００�（芝・右）を１，９００�（ダート・右）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。



０４０１７ ２月３日 小雨 重 （２０京都２）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

新馬；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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ � セントラルコースト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.
& Robert N. Clay ４９８ ―１：２７．４ １．９�

１２ マチカネシュウソウ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一細川 益男氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：２７．７２ ２０．８�
３５ グロッケンライン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 片山 修 ４５２ ―１：２７．８� １１．０�
８１５ トーセンステージ 牡３栗 ５６ 幸 英明島川 �哉氏 高橋 成忠 静内 岡田スタツド ４８６ ―１：２８．０１� ８２．８�
７１３ マジックディーヴァ 牝３黒鹿５４ C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４９０ ―１：２８．２１	 ６．３	

（仏）

５９ ハ ー リ カ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 中本 隆志 ４５６ ―１：２８．３クビ ４．８

４７ タガノダイナマイト 牡３栗 ５６ 生野 賢一八木 良司氏 橋本 寿正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２ ―１：２８．５１	 １３５．３�
６１２ アドマイヤマイン 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４６６ ―１：２８．８１� １０．０�
４８ ラガーサージュ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典奥村 啓二氏 田所 清広 平取 スガタ牧場 ４９６ ― 〃 アタマ ５０．６
５１０ ミッキースター 牡３青鹿５６ 岩崎 祐己野田みづき氏 池江 泰郎 静内 寺越 政幸 ４５８ ―１：２９．３３ ５３．７�
３６ メイショウアレグロ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士松本 好雄氏 福島 勝 新冠 大狩部牧場 ４９８ ―１：３０．２５ ８９．０�
２４ ペンタグランマ 牝３栗 ５４ 角田 晃一�三嶋牧場 羽月 友彦 浦河 斉藤 英 ４４８ ―１：３０．３� １２６．４�
２３ ローランセルバ 牝３鹿 ５４ 田中 学斉藤 敏博氏 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４３４ ―１：３０．６２ １１０．１�

（兵庫）

７１４ ア ル ア ン ナ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�エーティー 本田 優 新冠 村田牧場 ４５０ ―１：３０．７� ４１．３�
６１１ デ ス バ レ ー 牝３青鹿５４ 小林 徹弥難波 経雄氏 清水 出美 新冠 石郷岡 雅樹 ４４０ ―１：３１．７６ １１３．５�

（１５頭）
８１６ シゲルキーボン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 ハシモトフアーム ４７２ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２９，１５９，８００円 複勝： ２９，９６５，７００円 枠連： ２７，５５３，６００円

普通馬連： ８７，１４１，８００円 馬単： ９７，３８６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１８１，０００円

３連複： １３０，９９７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４２９，３８４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３７０円 � ２５０円 枠 連（１－１） １，６１０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ４３０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ４，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２９１５９８（返還計 ３４４８） 的中 � １２３９３３（１番人気）
複勝票数 差引計 ２９９６５７（返還計 ４０７８） 的中 � １１０８７３（１番人気）� １４４３０（６番人気）� ２４６９７（５番人気）
枠連票数 差引計 ２７５５３６（返還計 ４６２） 的中 （１－１） １２６４５（６番人気）
普通馬連票数 差引計 ８７１４１８（返還計 ２７９３８） 的中 �� ４２００５（５番人気）
馬単票数 差引計 ９７３８６０（返還計 ３２３９６） 的中 �� ３６０３５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２７１８１０（返還計 １１１８６） 的中 �� １０６７２（７番人気）�� １６７０１（４番人気）�� ３３４５（１９番人気）
３連複票数 差引計１３０９９７０（返還計 ８１１２３） 的中 ��� ２２７５６（１２番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３９．４
３ ・（１３，１５）１２（１，１４）５（２，３，９）８－１１－（７，１０）＝４－６ ４ ・（１３，１５）（１，５，１２）（２，８，１４，９）－３（１１，７，１０）＝（４，６）

勝馬の
紹 介

�セントラルコースト �
�
父 War Chant �

�
母父 Sir Ivor 初出走

２００５．２．２６生 牡３鹿 母 Taine 母母 Darlin Lindy １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 セントラルコースト号の騎手O．ペリエは，病気のため藤岡佑介に変更。
〔競走除外〕 シゲルキーボン号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 クリストフォルス号・サンワードハーレー号・スズカセレナード号・セトウチゲッコウ号・セフティープラチナ号・

テツゴールド号・トウカイメリッサ号・ドルバコスター号・ナイスシャトル号・ハイパーラッシュ号・
マンハッタンムーン号・メイショウジェイ号・メイショウモガミ号・メルヴィーユ号・ランフリー号・ワンダーホーマ号

※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。



０４０１８ ２月３日 小雨 重 （２０京都２）第２日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４６ ダンツキッスイ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ５０４＋ ４１：２４．９ ６．０�

３３ � オリジナルフェイト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-
stown Stud ５３４＋１４１：２５．３２� ２．９�

５８ オースミスパーク 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４６４＋ ４１：２５．８３ １４．８�
７１２ スペシャルブレイド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４４２－ ４１：２５．９� ３．８�
８１４ ウィッシュアウェイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４９０－１０１：２６．０� ３０．８�
７１１ ホッコービクトリー 牡３栗 ５６ 角田 晃一矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４８８＋ ４１：２６．３１� ５２．６	
３４ 	 ホウライコロナ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔橋元美代子氏 藤ヶ崎一男 門別 ナカノファーム ４３０－ ８１：２６．８３ ６４．８


（愛知） （愛知）

５７ マリエンベルク 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ １８．６�

１１ シゲルハスラット 牡３栗 ５６ C．ルメール 森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４４８＋ ２１：２７．１２ １３．５�
（仏）

６１０ スタールーセント 牡３黒鹿５６ 和田 竜二伊藤 貢氏 大根田裕之 浦河 福岡 光夫 ４９２＋ ２１：２７．３� ４３．８
４５ 	 ロコミラクル 牝３黒鹿５４ 田中 学山本 英俊氏 岡田 利一 静内 藤本牧場 ４３８－ ５１：２７．６２ １０４．４�

（兵庫） （兵庫）

２２ ユキノサッシュ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４００－ ４１：２８．１３ ３６．７�
６９ � エーシンコンファー 牝３青鹿５４ 四位 洋文平井 宏承氏 松永 幹夫 米 Winches-

ter Farm ４５６± ０１：２８．２� ６．７�
８１３
 モエレヒストリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典水上ふじ子氏 岡田 稲男 三石 中村 和夫 ４４６－ ６１：３１．０大差 １１９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，５０５，０００円 複勝： ４３，８７５，２００円 枠連： ３０，６９０，７００円

普通馬連： １３２，０６３，５００円 馬単： １２２，９６４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，２４４，１００円

３連複： １９０，０３２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５９２，３７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（３－４） ９００円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，２５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４５０５０ 的中 � ４６０６６（３番人気）
複勝票数 計 ４３８７５２ 的中 � ６３１０８（３番人気）� ９３４７６（１番人気）� ２８９１３（６番人気）
枠連票数 計 ３０６９０７ 的中 （３－４） ２５４２１（３番人気）
普通馬連票数 計１３２０６３５ 的中 �� １０７８２１（２番人気）
馬単票数 計１２２９６４１ 的中 �� ３７７９２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８２４４１ 的中 �� ２４１２３（３番人気）�� ７１１０（１５番人気）�� １２３０１（８番人気）
３連複票数 計１９００３２０ 的中 ��� ４０２００（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．９―１２．２―１２．１―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．４―４７．６―５９．７―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツキッスイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００７．９．２９ 阪神１着

２００５．３．２８生 牡３鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル ６戦２勝 賞金 ２１，５８４，０００円
〔その他〕 モエレヒストリー号は，積雪による馬場変更のため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※一般事項Ⅶ－３により距離１，４００�（芝・右）を１，４００�（ダート・右）に変更。
※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。



０４０１９ ２月３日 小雨 重 （２０京都２）第２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 ７，４００，０００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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

５６ アドマイヤダンク 牡４栗 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１２－ ４１：５２．８ ３．６�

２２ ア ロ ド 牡４栗 ５６ 吉田 稔�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 ４９０－ ２１：５３．１１� ７．３�
（愛知）

４５ マルカシリウス 牡５鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：５３．３１� ４４．４�

５７ ウォーゲーム 牡４青鹿５６ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００＋１８１：５３．６２ １８．５�

８１３ ク オ ン 牡４栗 ５６ 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １５．２�

７１０ マイティーバッカス 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４７４± ０１：５３．８１ ２８．７	
１１ マーベラスチーフ 牡５鹿 ５７ 角田 晃一笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ８８．７

３３ オーシャンクルーズ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６２－ ２１：５４．０１� ３．２�
７１１	 ティズインパルス 牡５鹿 ５７ 和田 竜二鷹野 馨氏 池江 泰寿 米 John T.

Crane Jr. ４８６＋１０１：５４．４２
 １０．８�
４４ エーケーリープ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二桂土地� 五十嵐忠男 静内 高橋 修 ４５４＋ ９１：５４．５
 ４２．０
６８ ストロングウィル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ６１：５４．６クビ ５．０�
８１２ ウエスタンホーク 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎西川 賢氏 橋本 寿正 静内 北西牧場 ４０８± ０１：５５．３４ ７６．０�
６９ シルバーガル 牡７芦 ５７ 高田 潤 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５２＋１０１：５５．７２
 １５９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，５６９，１００円 複勝： ４９，１０１，５００円 枠連： ３６，１６２，８００円

普通馬連： １４６，４４５，４００円 馬単： １３５，７３７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，３０４，６００円

３連複： ２１８，７９５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ６６２，１１６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � １，０５０円 枠 連（２－５） １，４３０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ４，２５０円 �� ４，４９０円

３ 連 複 ��� ３０，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４５６９１ 的中 � ７７４５５（２番人気）
複勝票数 計 ４９１０１５ 的中 � ９２７８２（２番人気）� ４７３９７（４番人気）� ９４８９（１０番人気）
枠連票数 計 ３６１６２８ 的中 （２－５） １８７８５（７番人気）
普通馬連票数 計１４６４４５４ 的中 �� ６６９４７（６番人気）
馬単票数 計１３５７３７２ 的中 �� ３７８５１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１３０４６ 的中 �� １２８７５（８番人気）�� ２３３５（３９番人気）�� ２２０８（４０番人気）
３連複票数 計２１８７９５９ 的中 ��� ５２８４（８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１２．９―１２．７―１３．１―１２．３―１２．３―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．７―４９．４―１：０２．５―１：１４．８―１：２７．１―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤダンク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 札幌３着

２００４．４．９生 牡４栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス ３戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
〔騎手変更〕 ティズインパルス号の騎手O．ペリエは，病気のため和田竜二に変更。
※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。



０４０２０ ２月３日 曇 重 （２０京都２）第２日 第９競走 ��
��１，４００�バイオレットステークス

発走１４時３５分 （ダート・右）
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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７７ � シルクビッグタイム 牡３鹿 ５６ C．ルメール 有限会社シルク久保田貴士 米 Polo Green
Stable ４９２＋ ２１：２４．２ １．４�

（仏）

６６ ナンヨーヒルトップ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ４９０± ０１：２４．５２ ４．０�
３３ ラインプレアー 牡３芦 ５６ 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２２－ ６１：２４．８１� ２１．４�
４４ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５６ 田中 学三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５１２－１０１：２５．０� ２２．１�

（兵庫）

１１ セレスハント 牡３栗 ５６ 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４７６± ０１：２５．２１	 ８．７�
２２ ダイワシークレット 牡３栗 ５６ 川田 将雅大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 B４５４－ ４１：２５．３
 ２７．６�
５５ リバータウン 牡３青鹿５６ 福永 祐一後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ２０．６�

（７頭）
８８ アドマイヤロザ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 中尾 正 三石 前川 正美 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５５，４０６，２００円 複勝： ７７，５６３，２００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １５５，８９２，５００円 馬単： １６３，２３８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１９９，２００円

３連複： １３０，６５４，４００円 ３連単： ５８１，３７９，０００円 計： １，２０２，３３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３４０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ２，０３０円

票 数

単勝票数 計 ５５４０６２ 的中 � ３１６７８４（１番人気）
複勝票数 計 ７７５６３２ 的中 � ４３３４７１（１番人気）� １４４６５８（２番人気）
普通馬連票数 計１５５８９２５ 的中 �� ５７８９４２（１番人気）
馬単票数 計１６３２３８５ 的中 �� ４２４３５９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１９９２ 的中 �� １０９３０８（１番人気）�� ２２８５８（４番人気）�� １０８１５（９番人気）
３連複票数 計１３０６５４４ 的中 ��� １０３４１９（３番人気）
３連単票数 計５８１３７９０ 的中 ��� ２１２３７６（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．６―４８．１―１：００．６―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シルクビッグタイム 	


父 Deputy Minister 	



母父 Mining デビュー ２００７．１２．１６ 阪神１着

２００５．３．２１生 牡３鹿 母 Hello Rachel 母母 One Smart Lady ３戦３勝 賞金 ３３，２２４，０００円
〔出走取消〕 アドマイヤロザ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ミッキーフォルテ号の騎手O．ペリエは，病気のため田中学に変更。
※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。



０４０２１ ２月３日 曇 重 （２０京都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１０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．１．２７以降２０．１．２７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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

６６ ニュービギニング 牡４鹿 ５６ 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム B４５４＋ ６２：２９．３ ４．６�

８１０ グロリアスウィーク 牡５鹿 ５８ 安藤 勝己 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７４± ０２：２９．４� ４．３�
８１１� パープルファルコン 牡８鹿 ５４ 小牧 太中野 銀十氏 境 直行 浦河 山口 義彦 ４７０－ ２２：２９．５� ３９．２�
７８ アグネストレジャー 牡６黒鹿５７ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４２：２９．８２ ３．１�
５５ 	 アキノレッドスター 牡５栗 ５５ 藤岡 佑介穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc

Farm Inc ５０２＋ ２２：３０．１２ １４．６�
７９ マルカハンニバル 牡４黒鹿５４ 角田 晃一河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４８２－ ４２：３０．５２� １０．６�
６７ モ チ 牡４青鹿５４ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５０２± ０２：３１．１３� ５８．８	
４４ マイネルダイナモ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ５１２＋２０２：３１．５２� １８．５

２２ インテレット 牡５鹿 ５７ C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ １０．２�

（仏）

１１ 	 ネヴァキングダム 牡４黒鹿５５ 藤田 伸二�ティーエイチ 藤沢 和雄 英 W. and R.
Barnett Ltd ４９０± ０２：３１．６� ８．８

３３ モリノミヤコ 牡６黒鹿５２ 石橋 守関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７０－１０２：３１．９１� ７３．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５１，５０４，３００円 複勝： ６７，８３３，７００円 枠連： ４４，９６１，９００円

普通馬連： ２７０，６２４，５００円 馬単： １７９，１８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，５４２，８００円

３連複： ２６４，６４３，８００円 ３連単： ６８１，９９６，０００円 計： １，６２４，２８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ６５０円 枠 連（６－８） ９６０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３，０３０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� １４，７５０円 ３ 連 単 ��� ５７，１９０円

票 数

単勝票数 計 ５１５０４３ 的中 � ８８７６０（３番人気）
複勝票数 計 ６７８３３７ 的中 � １１４３６４（２番人気）� １０６４５５（３番人気）� ２０６６３（９番人気）
枠連票数 計 ４４９６１９ 的中 （６－８） ３４６５０（３番人気）
普通馬連票数 計２７０６２４５ 的中 �� １６４９２３（３番人気）
馬単票数 計１７９１８０７ 的中 �� ６１０５３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３５４２８ 的中 �� ３３９０２（４番人気）�� ４９１６（３２番人気）�� ６２８７（３０番人気）
３連複票数 計２６４６４３８ 的中 ��� １３２４６（５１番人気）
３連単票数 計６８１９９６０ 的中 ��� ８８０１（２０５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．１―１２．７―１２．７―１３．０―１３．５―１３．７―１２．６―１１．７―１２．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．７―３４．８―４７．５―１：００．２―１：１３．２―１：２６．７―１：４０．４―１：５３．０―２：０４．７―２：１７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ニュービギニング �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Alzao デビュー ２００６．１２．３ 阪神１着

２００４．３．１９生 牡４鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere １２戦３勝 賞金 ７０，３６２，０００円
〔騎手変更〕 ニュービギニング号の騎手O．ペリエは，病気のため幸英明に変更。
〔制裁〕 グロリアスウィーク号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００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 ２月３日 曇 重 （２０京都２）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第４３回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
牝，４歳以上；負担重量は，日本馬：５３�，収得賞金１，２００万円毎１�増，�：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 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

３３ アドマイヤキッス 牝５栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ４１：３６．０ ３．４�

４５ ザ レ マ 牝４栗 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３４＋１２１：３６．１クビ １９．９�
４６ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５５ 幸 英明吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２８－ ４１：３６．３１� １７．６�
８１４ ブルーメンブラット 牝５黒鹿５５ C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４７０± ０１：３６．６２ ２．６�

（仏）

３４ 	 ローブデコルテ 牝４芦 ５８ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry
D. Williams ４６４＋ ２１：３６．７クビ ２４．１�

５８ ショウナンアクト 牝４鹿 ５４ 小牧 太国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７８＋ ２１：３６．８� ４５．５�
８１３ コスモマーベラス 牝６栗 ５７ 四位 洋文 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４５６＋ ８１：３６．９
 １８．７	
６１０ ラ ン ペ イ ア 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：３７．０クビ １８．６

７１１ パーフェクトジョイ 牝５青鹿５５ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３８± ０１：３７．３１
 ２３．０�
５７ アンブロワーズ 牝６鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：３７．４� １２．２�
６９ カタマチボタン 牝４黒鹿５４ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ９．８
７１２ バレンソール 牝６鹿 ５４ 吉田 稔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５０８－ ６１：３７．５クビ １６５．５�
（愛知）

２２ シェルズレイ 牝５芦 ５４ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 クビ １５．６�

（１３頭）
１１ ソリッドプラチナム 牝５黒鹿５４ 田中 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ― （出走取消）
（兵庫）

売 得 金

単勝： １４６，２６４，８００円 複勝： １８２，１００，６００円 枠連： １６０，９８２，１００円

普通馬連： ９３８，５１７，７００円 馬単： ５４９，７２４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０６，２８３，２００円

３連複： ９８９，０１５，６００円 ３連単： ２，２９７，４６１，９００円 計： ５，４７０，３５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ４９０円 � ４７０円 枠 連（３－４） １，３５０円

普通馬連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ４，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ９４０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� １３，５５０円 ３ 連 単 ��� ６８，２８０円

票 数

単勝票数 計１４６２６４８ 的中 � ３４４１９１（２番人気）
複勝票数 計１８２１００６ 的中 � ４０９１６１（２番人気）� ８１３１８（９番人気）� ８５４９８（７番人気）
枠連票数 計１６０９８２１ 的中 （３－４） ８８５３７（７番人気）
普通馬連票数 計９３８５１７７ 的中 �� ２２６９０１（１１番人気）
馬単票数 計５４９７２４５ 的中 �� ８８８６８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０６２８３２ 的中 �� ４８０８８（１１番人気）�� ５５３３６（８番人気）�� １３４１８（４４番人気）
３連複票数 計９８９０１５６ 的中 ��� ５３８９３（４９番人気）
３連単票数 計２２９７４６１９ 的中 ��� ２４８３３（２２５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１１．９―１２．２―１１．９―１１．７―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．４―３６．３―４８．５―１：００．４―１：１２．１―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．６
３ ２－５，１０（３，８）１３，１２（６，９，１４）（４，１１）７ ４ ２－５，１０（３，１３）８（１２，６，９，１４）（４，１１，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤキッス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．７．１０ 阪神２着

２００３．２．８生 牝５栗 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス １８戦５勝 賞金 ３２２，０５４，０００円
〔出走取消〕 ソリッドプラチナム号は，疾病〔右口角部裂創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 パーフェクトジョイ号の騎手O．ペリエは，病気のため佐藤哲三に変更。
※バレンソール号は，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または施行団体名を表示している。



０４０２３ ２月３日 曇 重 （２０京都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２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２４ メイショウカルド 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 太陽牧場 ４９４－ ２１：２４．３ ５．４�

６１１� ア ル ヴ ィ ス 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 米 WinStar
Farm, LLC ５１０－ ２１：２４．５１� １９．３�

７１４� コンゴウダイオー 牡４鹿 ５７ 角田 晃一金岡 久夫氏 山内 研二 英
Redmyre Bloodstock,
P. Molony and Card
Bloodstock

５３４＋ ２１：２４．７１� １７．７�
５９ イチライタッチ 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲大下 智市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ５０８－ ２１：２５．３３	 １０３．６�
１１ ユーセイハヤトオー 
７鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５１４＋ ６ 〃 アタマ ２１２．０�
７１３� スティリスタ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Heiligbrodt

Racing Stable ５０６－ ６１：２５．４� ２．５�
５１０� ビッグポパイ 牡５青鹿５７ 吉田 稔幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B４９６－ ４ 〃 アタマ １３．５	
（愛知）

４８ アラビアンナイト 牡７鹿 ５７ 佐久間寛志 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 森 牧場 ４９６＋１２１：２５．６１	 １３３．５


８１６ ゴービハインド 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ２１：２５．７クビ １１．２�

６１２ ブライトロジック 
４黒鹿５７ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 追分 追分ファーム ４６０－ ２１：２５．８	 ４．６

２３ テイエムオーディン 牡５栗 ５７ 生野 賢一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８４－ ２ 〃 クビ ６５．０�
３５ � ワールドドン 牡７鹿 ５７ C．ルメール 池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.

Plumley ４８８＋ ６１：２６．２２	 １６．０�
（仏）

４７ ヴィクトリーラン 牡５鹿 ５７ 石橋 守山本 敏晴氏 田所 清広 新冠 タニグチ牧場 ４８０＋ ４１：２６．３クビ ３４．１�
３６ フォワードダンサー 
５鹿 ５７ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５４６－ ２ 〃 クビ ３９．０�
１２ ゴールドイモン 牡６黒鹿５７ 柴原 央明井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B５２４－ ４１：２６．４クビ ７２．３�
８１５� セレスブルック 
５栗 ５７ 佐藤 哲三岡 浩二氏 中竹 和也 米 Hickstead

Farm ４６６± ０１：２８．８大差 １４２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６８，８１７，１００円 複勝： ９９，１８５，４００円 枠連： ７７，４８６，３００円

普通馬連： ３３８，４７８，７００円 馬単： ２３０，６０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９０，２４８，０００円

３連複： ３５８，３６３，１００円 ３連単： ８７７，２０９，０００円 計： ２，１４０，３９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２２０円 � ５８０円 � ５２０円 枠 連（２－６） １，１７０円

普通馬連 �� ５，６６０円 馬 単 �� １０，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� １，６３０円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� ２４，６００円 ３ 連 単 ��� １４４，３５０円

票 数

単勝票数 計 ６８８１７１ 的中 � １０２１２３（３番人気）
複勝票数 計 ９９１８５４ 的中 � １４１１７０（３番人気）� ４０７５３（８番人気）� ４６１８２（７番人気）
枠連票数 計 ７７４８６３ 的中 （２－６） ４９００２（４番人気）
普通馬連票数 計３３８４７８７ 的中 �� ４４１８７（２０番人気）
馬単票数 計２３０６０９５ 的中 �� １６７２１（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９０２４８０ 的中 �� １３９６５（１５番人気）�� １３８０９（１６番人気）�� ６６３１（３２番人気）
３連複票数 計３５８３６３１ 的中 ��� １０７５２（７１番人気）
３連単票数 計８７７２０９０ 的中 ��� ４４８５（３６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．２―５９．２―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカルド �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００６．１１．１１ 京都３着

２００４．３．１０生 牡４鹿 母 デヴィルインフライト 母母 Silver in Flight １１戦３勝 賞金 ３０，４４０，０００円
〔騎手変更〕 メイショウカルド号の騎手O．ペリエは，病気のため藤岡佑介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 イリューシブネス号・エイティフロー号・コパノスケ号・サンレイラピッヅ号・シャインウェーヴ号・シージョリー号・

スマートストーム号・セトノヒット号・ディスパーロ号・ディープエアー号・テラノフォースワン号・
バトルサクヤビメ号・フォルテピアノ号・プライベートプラン号・ブラックホール号・フリーモア号・
ヘラクレスバイオ号・ホウショウルビー号・ホーマンラフィット号・マイネルラファエロ号・メイショウモア号・
リメインオブザサン号

※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。



（２０京都２）第２日 ２月３日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重
重

競走回数 １１回 出走頭数 １３１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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４４，６２０，０００円
８，５２０，０００円
２５，３００，０００円
１，４７０，０００円
２５，２２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

４８，３００，０００円
３，６２７，０００円
１，３２３，１００円

勝馬投票券売得金
５１７，３２３，８００円
６６７，８３３，６００円
４５８，１０４，４００円
２，３７３，４５３，３００円
１，８４６，１６７，４００円
６０５，１２２，８００円
２，７５６，１３５，９００円
４，４３８，０４５，９００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 １３，６６２，１８７，１００円

総入場人員 ２１，４８０名 （有料入場人員 ２０，８８６名）




