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０４０６１ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ ウインミーティア 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：５５．４ ３．２�

２４ アムールレジェンド 牝３黒鹿５４ C．デムーロ 太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２２－１２１：５６．０３� ５．６�
（伊）

６１２ パッションロード 牝３黒鹿５４ 幸 英明�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４３８－ ４１：５６．５３ ２５２．８�
２３ ヒシアルコル 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４５２＋ ４１：５６．６� ５４．２�
５１０ シルクシンフォニー 牝３栗 ５４ 木村 健有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４４４＋ ２１：５６．７� ７．６	

（兵庫）

３５ ケリーダノビア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ９．８

５９ ケープホーン 牝３青鹿５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：５６．８� ４．３�
４７ タガノカプリッチョ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６－ ４１：５７．２２� ５．０�
１１ ミッドナイトシップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４２０－ ２１：５８．０５ ３４０．６
７１４ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４６４± ０１：５８．３１� ７７．３�
４８ クイーンエマ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文宮川 純造氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４９０－ ４１：５８．７２� １６３．１�
７１３ スリーキャピトル 牝３鹿 ５４ 国分 恭介永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４６２－ ４１：５８．８� ４１２．８�
６１１ ユ ウ ウ イ ン 牝３黒鹿５４ 池添 謙一�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７６－ ４１：５９．８６ ５２．６�
８１５ ギャラクティコ 牝３鹿 ５４ 小牧 太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４４４＋ ８２：００．２２� ５２．４�
８１６ クイーンダンス 牝３黒鹿５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５４＋ ８２：００．６２� ９４．８�
３６ ドリームスター 牝３栗 ５４ 秋山真一郎田島 政光氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２２－ ２２：０１．３４ ２２９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５５０，１００円 複勝： ２９，９４３，０００円 枠連： １０，５１６，９００円

馬連： ４１，４１０，７００円 馬単： ２７，０７２，６００円 ワイド： １９，０５７，１００円

３連複： ６０，４８９，９００円 ３連単： ９２，８３１，０００円 計： ２９７，８７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ５，８１０円 枠 連（１－２） １，０６０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� １１，９７０円 �� ２５，７８０円

３ 連 複 ��� ８１，７７０円 ３ 連 単 ��� ２４０，３９０円

票 数

単勝票数 計 １６５５０１ 的中 � ４１６３０（１番人気）
複勝票数 計 ２９９４３０ 的中 � ６９６４９（１番人気）� ３０２８８（５番人気）� ９４０（１５番人気）
枠連票数 計 １０５１６９ 的中 （１－２） ７３６４（５番人気）
馬連票数 計 ４１４１０７ 的中 �� ２５２１９（５番人気）
馬単票数 計 ２７０７２６ 的中 �� ８９７８（８番人気）
ワイド票数 計 １９０５７１ 的中 �� ９２８０（７番人気）�� ３７４（５０番人気）�� １７３（８１番人気）
３連複票数 計 ６０４８９９ 的中 ��� ５４６（１１３番人気）
３連単票数 計 ９２８３１０ 的中 ��� ２８５（４４４番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．３―１２．６―１２．５―１２．８―１３．０―１３．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３８．１―５０．７―１：０３．２―１：１６．０―１：２９．０―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．４
１
３
５（１０，１２）（２，１５）（３，６，９，１１）７（１，４）（１６，１３）１４，８・（５，１０，１２）（２，１５）（４，９，７）１６，３，１１（１，６，１３）１４＝８

２
４

・（５，１０，１２，１５）（９，１１）（２，３，６，７）４（１，１６）１３，１４－８・（５，１０，１２）２－（４，７）９（１６，１５，３）１（１１，１３）１４＝（６，８）
勝馬の
紹 介

ウインミーティア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Grand Lodge デビュー ２０１１．８．２８ 札幌５着

２００９．４．１６生 牝３栗 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa ４戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンダンス号・ドリームスター号は，平成２４年３月１２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウハレバレ号
（非抽選馬） １頭 マルサンボサツ号
※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。

０４０６２ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ シンボリエクレール 牡３黒鹿５６ 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５４２－ ３１：１３．３ ２７．８�

３５ エーシンクルゼ 牡３芦 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ５１２± ０１：１３．６２ ４．７�
４７ � シナスタジア 牝３栗 ５４ 四位 洋文小田 吉男氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm, LLC ４５４－ ４１：１３．７� １１．１�
６１２ ウインオーラム 牡３栗 ５６ 福永 祐一�ウイン 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 ４９４－ ２１：１３．８� １．５�
２３ ビッグビート 牡３鹿 ５６ 木村 健 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５６２± ０１：１４．２２� １３．０�

（兵庫）

８１５ スランジバール 牡３鹿 ５６ 小牧 太�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７４－ ６１：１４．９４ １２１．０	
８１６ タ カ ミ ル 牡３芦 ５６ 秋山真一郎村田 滋氏 石栗 龍彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４７４－ ４１：１５．１１� ２２０．２

５１０ デルマホテイ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４４４－ ６１：１５．２� ３２８．９�
３６ チキウミサキ 牝３青鹿５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド ４３０－１２１：１５．４１� １９．９�
５９ トートモデルニスモ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 B４５４－１２１：１５．６１� ４９９．８
１１ コスモルミナス 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４５８＋ ２１：１５．８１� １５．３�
２４ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 国分 恭介福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８８± ０１：１５．９	 ６７．２�
７１４ ラ ウ レ ア 牝３栗 ５４ 安藤 光彰岡 浩二氏 大根田裕之 浦河 福田牧場 ４５６＋ ４１：１６．１	 ３７６．０�
４８ ホワイトフェイス 牡３鹿 ５６ 北村 友一久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４４０± ０１：１７．１６ ２５３．２�
１２ ブラウンユラナス 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦キャピタルクラブ 田村 康仁 新冠 田鎖牧場 ４８８＋ ６１：１７．４２ ２８８．９�
７１３ ドリームテンペスト 牡３栗 ５６ 石橋 守セゾンレースホース� 大江原 哲 平取 中川 隆 ４８６－１０１：１８．５７ ５１６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３２５，５００円 複勝： ８２，７３６，２００円 枠連： １２，７３６，４００円

馬連： ４３，９７２，０００円 馬単： ３８，２７３，４００円 ワイド： ２１，１０８，６００円

３連複： ６２，６８８，４００円 ３連単： １２１，２９１，３００円 計： ４０５，１３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７８０円 複 勝 � １，４９０円 � ３００円 � ５６０円 枠 連（３－６） ２１０円

馬 連 �� ６，５４０円 馬 単 �� １８，９７０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ２，５１０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １７，９２０円 ３ 連 単 ��� １７４，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２２３２５５ 的中 � ６３３９（７番人気）
複勝票数 計 ８２７３６２ 的中 � １３０８５（７番人気）� ８１９７４（２番人気）� ３８５３８（３番人気）
枠連票数 計 １２７３６４ 的中 （３－６） ４５３７１（１番人気）
馬連票数 計 ４３９７２０ 的中 �� ４９６３（１３番人気）
馬単票数 計 ３８２７３４ 的中 �� １４８９（３３番人気）
ワイド票数 計 ２１１０８６ 的中 �� ３２１０（１４番人気）�� ２００７（２２番人気）�� ７２５２（７番人気）
３連複票数 計 ６２６８８４ 的中 ��� ２５８２（３４番人気）
３連単票数 計１２１２９１３ 的中 ��� ５１２（２７６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．４―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３６．１―４８．５―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリエクレール �
�
父 Gone West �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神１１着

２００９．３．１９生 牡３黒鹿 母 ム レ イ ニ ー 母母 Malbay ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 シンボリエクレール号は，馬場入場時に右前肢落鉄。発走時刻６分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンユラナス号・ドリームテンペスト号は，平成２４年３月１２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。
（非当選馬） ４頭 アークイクシオン号・イイデリバイブ号・エタニティ号・メイショウムロト号
（非抽選馬） １頭 デンタルボーイ号
※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。

第２回 京都競馬 第６日



０４０６３ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６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

８１６ ノボリドリーム 牡３鹿 ５６ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３４－ ２１：２６．６ ６９．９�

７１４ ウエスタンムサシ 牡３芦 ５６ 国分 恭介西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ５０４－ ４ 〃 クビ ７．３�
６１１ ビ ッ ク ケ ン 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４７４－ ６１：２６．７� １７６．９�

（伊）

２４ ジョウノメジャー 牡３栗 ５６ 北村 友一小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６８－ ４１：２７．２３ １４０．１�
２３ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７８＋ ４１：２７．５１� １６．３�
６１２ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 浜中 俊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４４６＋ ４１：２７．６� ３．５�
５９ カ ラ ヤ ン 牡３栃栗５６ 福永 祐一 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ ２．５

５１０ キ ー パ ッ プ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介辰己 岩夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ４１：２８．４５ ２７．５�
８１５ コスモフレイム 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 	ビッグレッドファーム 吉田 直弘 日高 厚賀古川牧場 ４２６－ ２１：２８．７１� １６０．６�
１１ ワイルドガンズ 牡３黒鹿５６ 木村 健西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 下河辺牧場 ４６６＋１２１：２９．１２� １２．１

（兵庫）

４８ トーセンプリモ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ４９０－ ６１：２９．８４ ５６１．６�
１２ コスモキャンディ 牝３黒鹿５４ 石橋 守 	ビッグレッドファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４２２± ０１：２９．９クビ ３１３．２�
３６ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４± ０１：３０．０� ４．９�
３５ テイエムチュラウミ 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 日高 テイエム牧場日高支場 ４４４－ ６ 〃 アタマ ２９９．９�
７１３ 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 ４６８＋１０ 〃 クビ ５８０．１�
４７ ファイナルファング 牡３栗 ５６ 熊沢 重文広尾レース� 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 ４７６－ ５１：３０．２� ２３１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３７７，０００円 複勝： ３８，４０７，４００円 枠連： １１，８１５，８００円

馬連： ４７，０７８，３００円 馬単： ３１，１９２，３００円 ワイド： ２１，６２３，８００円

３連複： ６２，８５９，５００円 ３連単： １０１，５３３，３００円 計： ３３６，８８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，９９０円 複 勝 � １，５４０円 � ２５０円 � ２，５７０円 枠 連（７－８） ９，３６０円

馬 連 �� １３，７５０円 馬 単 �� ３１，９３０円

ワ イ ド �� ３，０７０円 �� ２２，０８０円 �� １１，０８０円

３ 連 複 ��� ４４１，８２０円 ３ 連 単 ��� １，６６５，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２２３７７０ 的中 � ２５２５（８番人気）
複勝票数 計 ３８４０７４ 的中 � ５８９１（８番人気）� ５０５９６（３番人気）� ３４５９（１０番人気）
枠連票数 計 １１８１５８ 的中 （７－８） ９３２（２２番人気）
馬連票数 計 ４７０７８３ 的中 �� ２５２７（２５番人気）
馬単票数 計 ３１１９２３ 的中 �� ７２１（５３番人気）
ワイド票数 計 ２１６２３８ 的中 �� １７６０（２３番人気）�� ２３９（７１番人気）�� ４７８（４８番人気）
３連複票数 計 ６２８５９５ 的中 ��� １０５（２５０番人気）
３連単票数 計１０１５３３３ 的中 ��� ４５（１１９７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１２．８―１２．４―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．６―１：０１．０―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
３ １４，８（３，１６）（１２，１１）－（１３，９）（６，４，１５）５（２，１，７，１０） ４ １４，１６（８，１２，１１）３－９（４，１５）－６，１０，１３－５（１，７）２

勝馬の
紹 介

ノボリドリーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神３着

２００９．４．２０生 牡３鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※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） ３頭 オグリグランデ号・クイーンキセキ号・メイショウモストロ号
（非抽選馬） １頭 テイエムチャンス号
※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。

０４０６４ ２月１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都２）第６日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （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 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３：１１．２良・重

５６ � ヤマイチコマンド 牡６黒鹿６０ 黒岩 悠坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４７２－ ２３：１６．８ ５．５�

７９ アラタマポケット 牡６鹿 ６０ 林 満明荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ３３．２�
５５ トムコウクン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４８４－ ４３：１７．３３ ３９．１�
６７ シゲルキョクチョウ 牡４鹿 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４７２－ ２３：１７．７２� １．７�
２２ オープンセサミ 牡９鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ４７８－ ６３：１７．９１� ９．０�
８１２ ジュヌドラゴン 牡５黒鹿６０ 山本 康志林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０＋１０３：１８．４３ ５１．５�
６８ メイショウイッキ 牡７鹿 ６０ 熊沢 重文松本 好�氏 高橋 隆 浦河 浦河日成牧場 ４９０± ０３：１９．３５ １６．２	
１１ ノーブルエース 牝５鹿 ５８ 蓑島 靖典
原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２４＋ ２３：１９．８３ １０３．３�
４４ シンボリルルド �５鹿 ６０ 水出 大介シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５０－１０ 〃 クビ １２６．２�
３３ � スイートゲイナー 牝５黒鹿５８ 北沢 伸也シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４６６－ ２３：２２．２大差 ６１．８
７１０� ピュアストーン 牝５栗 ５８ 小坂 忠士永田 和彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４８２＋１０ （競走中止） １００．５�
８１１ デンコウオクトパス 牡５鹿 ６０ 西谷 誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４６６＋１２ （競走中止） ５．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，６１１，３００円 複勝： １９，０５５，０００円 枠連： １０，２７５，５００円

馬連： ３１，１２４，８００円 馬単： ２４，５４６，４００円 ワイド： １４，３７４，７００円

３連複： ４５，５１８，７００円 ３連単： ８４，８１６，６００円 計： ２４６，３２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � ５８０円 � ６５０円 枠 連（５－７） ３，７１０円

馬 連 �� ４，７７０円 馬 単 �� ８，５８０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� １，４２０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� ２２，３３０円 ３ 連 単 ��� １０４，１６０円

票 数

単勝票数 計 １６６１１３ 的中 � ２４０６７（３番人気）
複勝票数 計 １９０５５０ 的中 � ３１７１９（２番人気）� ７７３３（６番人気）� ６８１５（７番人気）
枠連票数 計 １０２７５５ 的中 （５－７） ２０４６（１１番人気）
馬連票数 計 ３１１２４８ 的中 �� ４８１９（１５番人気）
馬単票数 計 ２４５４６４ 的中 �� ２１１２（２４番人気）
ワイド票数 計 １４３７４７ 的中 �� ２４８４（１５番人気）�� ２５２０（１４番人気）�� １１３５（３０番人気）
３連複票数 計 ４５５１８７ 的中 ��� １５０５（５５番人気）
３連単票数 計 ８４８１６６ 的中 ��� ６０１（２２９番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５１．８－３F ３８．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
６，７，２，９，８－１２（３，５）－１０（１，４）
６，７，５（９，２）（１２，８）３＝１，４

�
�
６，７，２，９，８－１２，３，５－４，１０，１
６，７，５，９，２－（１２，８）－３＝（１，４）

勝馬の
紹 介

�ヤマイチコマンド �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ

２００６．５．２７生 牡６黒鹿 母 ナスノヴィーナス 母母 ゴーゴーイチ 障害：２戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 デンコウオクトパス号は，１周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
ピュアストーン号は，競走中に前進気勢を欠いたため２周目６号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピュアストーン号は，競走中に前進気勢を欠き，２周目６号障害手前で競走を中止したことについて
平成２４年２月１３日から平成２４年３月４日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。

※ジュヌドラゴン号・シンボリルルド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０４０６５ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１１ マウントシャスタ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：５１．６ １．５�

５１０ カポーティスター 牡３黒鹿５６ C．デムーロ 備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２０ ―１：５１．８１� ５．６�
（伊）

４７ コーナーポケット 牝３鹿 ５４ 北村 友一白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４３４ ― 〃 ハナ ７４．９�
８１５ 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 ４９２ ―１：５２．１２ ２７．２�
５９ スプリングパリオ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 ４８８ ―１：５２．２� ２４．３�
２３ トシザフローラ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４２４ ―１：５２．３� ２３６．６�
２４ オトコノキズナ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 ファニーフレンズファーム ４４４ ―１：５２．４クビ １２８．６	
６１２ アドマイヤラック 牝３栗 ５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６４ ―１：５２．６１� ９．０

３６ カ フ ジ モ リ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文加藤 守氏 中竹 和也 浦河 日の出牧場 ４５２ ―１：５２．９２ ３９．３�
１２ イ ー リ ス 牝３栗 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 岡田 稲男 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６ ― 〃 アタマ ４９．７
３５ カレンレッドロック 牡３青鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０６ ― 〃 ハナ ２０．０�
４８ シゲルデリシャス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 伊藤 敏明 ４８８ ―１：５３．１� ６７．９�
８１６ ヒルノアロマム 牝３青鹿５４ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 浦河 山勝牧場 ４４２ ―１：５３．３１� ８６．９�
７１４ アシタハドッチダ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 山岡ファーム ４８２ ―１：５３．９３� １７６．９�
１１ バルカポケット 牡３栗 ５６ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム ４５８ ―１：５４．６４ ４３．０�
７１３ ケントリューズ 牡３栗 ５６ 幸 英明大迫 基弘氏 岡田 稲男 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０ ―１：５６．９大差 ６７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８７７，２００円 複勝： ７３，１３３，３００円 枠連： １７，７０６，３００円

馬連： ４６，５０９，９００円 馬単： ４３，９０２，８００円 ワイド： ２４，５２３，６００円

３連複： ６４，８２９，４００円 ３連単： １３０，６１１，８００円 計： ４３０，０９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １，０４０円 枠 連（５－６） ２６０円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド �� １８０円 �� １，５５０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� ７，３４０円 ３ 連 単 ��� １６，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２８８７７２ 的中 � １６１０５３（１番人気）
複勝票数 計 ７３１３３３ 的中 � ４９７９１１（１番人気）� ７５４６０（２番人気）� ５１６７（１１番人気）
枠連票数 計 １７７０６３ 的中 （５－６） ５０５７０（１番人気）
馬連票数 計 ４６５０９９ 的中 �� １０１２４０（１番人気）
馬単票数 計 ４３９０２８ 的中 �� ７９８４０（１番人気）
ワイド票数 計 ２４５２３６ 的中 �� ４８２７８（１番人気）�� ３２１１（１６番人気）�� １２１５（３９番人気）
３連複票数 計 ６４８２９４ 的中 ��� ６５２４（２０番人気）
３連単票数 計１３０６１１８ 的中 ��� ５９２６（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３７．４―５０．３―１：０３．４―１：１６．３―１：２８．３―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．３
３ ８（１２，１６）７（９，１１）（４，５，１０，１５）（２，３，１４）－（６，１３）－１ ４ ・（８，１２，１６）（７，９，１１，１５）（４，５，１０）－（２，３，１４）（６，１３）－１

勝馬の
紹 介

マウントシャスタ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００９．３．１生 牡３鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔その他〕 ケントリューズ号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スマートアスター号・トシハート号
※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。

０４０６６ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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 １，４５０，０００
１，４５０，０００

円
円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．５
１：１９．０

良

良

５１０ コスモルーシー 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４３２－１０１：２２．９ １７６．９�

７１３ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １２．６�
２３ ニシノスタイル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４７４－ ６１：２３．０� ２３．７�
７１４ アグネスハビット 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４ 〃 同着 ６９．２�
４７ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５４ 幸 英明八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６± ０１：２３．１クビ ３４．１�
４８ アースソニック 牡３鹿 ５６ 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４７０＋ ４１：２３．２� ４．２	
１１ カイシュウタビビト 牡３芦 ５６ C．デムーロ 飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 ４９４－ ４１：２３．３� １０．３


（伊）

８１６� シゲルクルミ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 ４６４＋ ６１：２３．５１	 ３９９．４�
３６ ダイワミストレス 牝３黒鹿５４ 福永 祐一大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：２３．６� １．６�
１２ ミサソレムニス 牝３栗 ５４ 北村 友一吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２＋１０１：２３．８１	 ２１９．２
８１５
 バージンロード 牝３鹿 ５４ 木村 健泉 一郎氏 平松 徳彦 新ひだか 坂本牧場 ４６０＋ ２１：２３．９� ３６９．７�

（兵庫） （兵庫）

５９ キリシマトリオ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４７８± ０１：２４．１１	 ２１．７�
６１１ メイショウフォロー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４６８－１２１：２４．４２ ３０．８�
３５ シゲルオレンジ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 ４６６± ０１：２４．６１	 １６９．４�
２４ アンビータブル 牝３青 ５４ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B４５０－ ２１：２４．８１� ２９．０�
６１２ レアプラチナ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４４６± ０１：２５．６５ １５９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５０４，３００円 複勝： ４７，０２１，９００円 枠連： １６，３２８，４００円

馬連： ５５，６６９，３００円 馬単： ４０，５２２，６００円 ワイド： ２６，５３６，９００円

３連複： ７０，３１８，９００円 ３連単： １３６，６５０，７００円 計： ４１９，５５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７，６９０円 複 勝 � ２，４８０円 � ３１０円 �
�

５７０円
１，３８０円 枠 連（５－７） ５，２６０円

馬 連 �� ７０，７２０円 馬 単 �� １８９，２８０円

ワ イ ド �� ７，０６０円 ��
��

１０，１８０円
２１，７００円

��
��

１，０９０円
３，２５０円

３ 連 複 ���
���

９８，３２０円
３１６，３６０円 ３ 連 単 ���

���
１，３２６，９６０円
１，７３８，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２６５０４３ 的中 � １１８１（１３番人気）
複勝票数 計 ４７０２１９ 的中 �

�
３３９０
６２５４
（１１番人気）
（１０番人気）

� ３４７０４（４番人気）� １６６７４（６番人気）

枠連票数 計 １６３２８４ 的中 （５－７） ２２９４（１６番人気）
馬連票数 計 ５５６６９３ 的中 �� ５８１（６２番人気）
馬単票数 計 ４０５２２６ 的中 �� １５８（１３７番人気）
ワイド票数 計 ２６５３６９ 的中 ��

��
５４８
３７８３
（５９番人気）
（１８番人気）

��
��

３７９
１２０７
（７１番人気）
（４１番人気）

�� １７７（９３番人気）

３連複票数 計 ７０３１８９ 的中 ��� ２６４（２１４番人気） ��� ８２（３３５番人気）
３連単票数 計１３６６５０７ 的中 ��� ３８（１６１７番人気） ��� ２９（１８０５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．９―１１．７―１２．０―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．８―４６．５―５８．５―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモルーシー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．６．１８ 阪神１着

２００９．３．４生 牝３黒鹿 母 ジュリアクイーン 母母 オーシャンドリーム ５戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 カイシュウタビビト号の騎手C．デムーロは，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１２番・８番への進路

影響）
※アンビータブル号・コスモルーシー号・ダイワミストレス号・メイショウフォロー号・レアプラチナ号は，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。



０４０６７ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６日 第７競走 ��
��１，４００�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，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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１１ センジンジョー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４６０－ ２１：２５．６ ７．３�

８１６ ヒ シ ョ ウ �４栗 ５７ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４４８＋ ２１：２５．９１� ３６．０�
４７ ブラックイレブン 牡５黒鹿５７ 北村 友一吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４５０± ０１：２６．４３ ５．７�
７１３ リズミックビート 牡５栗 ５７ 国分 恭介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２６－ ２ 〃 クビ １６．８�
８１５ ラフアウェイ 牝４青 ５５ 藤田 伸二�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４± ０１：２６．６１	 ４．３�
５１０ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 和田 竜二東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ５０４＋１６１：２６．７� ６４．０�
６１２
 エバーオンワード 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 ４７４－ ４１：２６．８� ４９．４	
３５ � ド ロ 牡５栗 ５７ 池添 謙一吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４７８＋ ４ 〃 アタマ ２．３

２４ エリモサプライズ �５鹿 ５７ 熊沢 重文山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５３４± ０ 〃 ハナ ２２．４�
１１ ダ イ ゴ ロ ー 牡４鹿 ５７ 木村 健山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５２０＋ ８１：２７．３３ ７７．６�

（兵庫）

２３ ク ナ ン ガ ン 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大坂田 行夫氏 小野 次郎 日高 いとう牧場 ４８８＋ ７１：２７．５１� ８８．３
４８ 
 シンボリアミアン �５鹿 ５７ 浜中 俊シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ５３０＋１０１：２７．６クビ ２５．８�
３６ オ ネ ス ト 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２８－ ４１：２８．０２� ３４６．９�
１２ ケイアイカミカゼ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５２２－ ２１：２８．３１� ４９．６�
５９ 
 ダノンゲットウィン 牡５鹿 ５７ C．デムーロ�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：２８．９３� ６４．９�

（伊）

７１４ ケイオーレデイ 牝４鹿 ５５ 幸 英明ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 パカパカ
ファーム ４２２－ ４１：２９．１１	 ２０７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０９９，４００円 複勝： ４０，９７３，９００円 枠連： １５，９５５，４００円

馬連： ５３，６１４，６００円 馬単： ３８，３３８，８００円 ワイド： ２６，１４７，１００円

３連複： ７７，５８１，２００円 ３連単： １１９，９９９，０００円 計： ３９４，７０９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２３０円 � ５００円 � １９０円 枠 連（６－８） １，３７０円

馬 連 �� ７，７６０円 馬 単 �� １０，０２０円

ワ イ ド �� ２，３５０円 �� ６６０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� １２，１２０円 ３ 連 単 ��� ８３，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２２０９９４ 的中 � ２４１１０（４番人気）
複勝票数 計 ４０９７３９ 的中 � ４８２５３（４番人気）� １７５２４（７番人気）� ６８７５０（３番人気）
枠連票数 計 １５９５５４ 的中 （６－８） ８６３１（６番人気）
馬連票数 計 ５３６１４６ 的中 �� ５１００（２４番人気）
馬単票数 計 ３８３３８８ 的中 �� ２８２４（４１番人気）
ワイド票数 計 ２６１４７１ 的中 �� ２６５３（２６番人気）�� １０４４６（５番人気）�� ３２８５（２０番人気）
３連複票数 計 ７７５８１２ 的中 ��� ４７２５（３７番人気）
３連単票数 計１１９９９９０ 的中 ��� １０５７（２２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．４―４７．６―１：００．３―１：１３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
３ ・（２，８）１５（５，９）１０，１１（７，１６）３（４，１４）（１，１２）１３，６ ４ ・（２，８）（９，１５）（５，１１，１０）（７，１６）４（３，１２）１４（１，１３）－６

勝馬の
紹 介

センジンジョー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００９．１２．２０ 中京３着

２００７．４．１６生 牡５鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ １８戦３勝 賞金 ４３，８７３，０００円
※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 ランドタカラ号
※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。

０４０６８ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６日 第８競走 ��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１２ ナイスミーチュー 牡５鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１４± ０１：５３．５ ６．９�

１１ ディアヴァンドーム 牡４栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４７２± ０１：５３．７１� ３．３�
２４ 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± ０１：５４．５５ ２５．２�
３５ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 四位 洋文松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１６－ ２１：５４．６� １８．９�
７１４ アドマイヤカーリン 牡４青鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：５４．８１ ９．０�
４７ キクノキセキ 牡５栗 ５７ 川田 将雅菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ５０２＋ ４ 〃 クビ ２．７�
８１５ セイカフォルテ 牡４鹿 ５６ 武 豊久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４５０＋ ４１：５５．０１ ６６．３	
１２ � マルターズカイト 牡５鹿 ５７ 木村 健藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４７８－１８１：５５．２１ １８．１


（兵庫）

３６ メイショウシャイン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７８＋ ２１：５５．６２� ７８．０�
５１０ 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 ４９０－ ４１：５５．７� １９４．３�
６１１ フェイクスパ �７黒鹿５７ 小林 徹弥山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５２８＋１０ 〃 クビ ２３１．３
２３ タガノアルザン 牡４栗 ５６ 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ３０４．３�
４８ ヌーベルバーグ 牝４鹿 ５４ 幸 英明山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：５５．８クビ １７．５�
５９ ユウキオジョウー 牝４栗 ５４ 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４３４＋ ６１：５７．８大差 １４３．５�
７１３� オメガキングコング 牡５黒鹿５７ 北村 友一原 	子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム ５１４－１０１：５８．１１� ９１．５�
８１６ イ ー グ ル 牡５栗 ５７ 浜中 俊久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４８８± ０ （競走中止） １６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８２３，５００円 複勝： ４１，９１５，１００円 枠連： １９，１６４，２００円

馬連： ６８，４４１，４００円 馬単： ４１，２３１，９００円 ワイド： ２９，９２９，４００円

３連複： ９４，６７４，７００円 ３連単： １５２，６９９，８００円 計： ４７２，８８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ４３０円 枠 連（１－６） １，２８０円

馬 連 �� １，６９０円 馬 単 �� ３，８３０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ２，３４０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １０，８４０円 ３ 連 単 ��� ５２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２４８２３５ 的中 � ２８３５７（３番人気）
複勝票数 計 ４１９１５１ 的中 � ４３２２１（４番人気）� ７９５９８（２番人気）� ２１３５９（７番人気）
枠連票数 計 １９１６４２ 的中 （１－６） １１１１３（５番人気）
馬連票数 計 ６８４４１４ 的中 �� ２９９８２（５番人気）
馬単票数 計 ４１２３１９ 的中 �� ７９５５（１３番人気）
ワイド票数 計 ２９９２９４ 的中 �� １２３９１（５番人気）�� ３００８（２６番人気）�� ７０１５（１４番人気）
３連複票数 計 ９４６７４７ 的中 ��� ６４５０（３７番人気）
３連単票数 計１５２６９９８ 的中 ��� ２１３５（１６６番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．３―１２．５―１２．５―１３．２―１３．１―１２．８―１２．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．７―３７．２―４９．７―１：０２．９―１：１６．０―１：２８．８―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナイスミーチュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Fire Maker デビュー ２００９．１１．２８ 京都６着

２００７．４．１６生 牡５鹿 母 ローザロバータ 母母 May Day Ninety ２４戦３勝 賞金 ４０，１２６，０００円
〔競走中止〕 イーグル号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 イーグル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※セイカフォルテ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０６９ ２月１２日 曇 良 （２４京都２）第６日 第９競走 ��
��１，９００�

お お つ

大 津 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）

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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

２３ エ ン リ ル 牡４栃栗５６ 小牧 太前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ６１：５９．８ ４．１�

３５ 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 ４８２＋ ６２：００．１２ ６．８�
６１２ ビタースウィート 牝５鹿 ５５ 木村 健�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４５２－ ２２：００．３１ ６．１�

（兵庫）

４７ � イーサンジャンパー 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ５０６± ０２：００．４クビ ３９．４�
８１６ マーベラスバロン 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９４＋ ４ 〃 クビ ４１．３�
５９ ビューティーモズ 牝４黒鹿５４ 池添 謙一北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８２－ ２２：００．５クビ ５７．２�
３６ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 熊沢 重文山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６６－ ６２：００．７１� ４１．５	
８１５ トップコマチ 牝７鹿 ５５ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５６± ０２：００．８クビ ３３．３

５１０ ハジメレンジャー 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４９０＋１０２：０１．０１� ２２．３�
７１３ シャイニーダンディ 牡４青鹿５６ 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４７０－ ２２：０１．１クビ １４．９�
４８ ボーカリスト 牡６鹿 ５７ 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８２：０１．２	 ７３．８
６１１
 グリッターテイル 牡４鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６６＋ ４２：０１．３	 ８．２�
２４ 
 キャッツインブーツ 牡７栗 ５７ 川田 将雅山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５３４＋ ２２：０１．４クビ ８．１�
７１４ ハリマノワタリドリ 牡６栗 ５７ 北村 友一福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８４± ０２：０１．６１� ３５．８�
１２ ワンダースピンドル 牡４黒鹿５６ 浜中 俊山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８８＋１０２：０５．９大差 ９．２�
１１ イ デ ア 牡４鹿 ５６ C．デムーロ 畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４９２＋１８２：０８．８大差 １３．４�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，２９６，４００円 複勝： ５５，６０１，８００円 枠連： ３２，８０７，４００円

馬連： １１２，７５７，３００円 馬単： ５９，０９９，２００円 ワイド： ４５，２１０，２００円

３連複： １５３，７６９，０００円 ３連単： ２３７，５０２，９００円 計： ７２６，０４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（２－３） ７６０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ５７０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� １０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２９２９６４ 的中 � ５７０７８（１番人気）
複勝票数 計 ５５６０１８ 的中 � ９２２３８（１番人気）� ７２２６５（２番人気）� ６７１２４（３番人気）
枠連票数 計 ３２８０７４ 的中 （２－３） ３１９９３（３番人気）
馬連票数 計１１２７５７３ 的中 �� ６８３０３（１番人気）
馬単票数 計 ５９０９９２ 的中 �� １９５５４（１番人気）
ワイド票数 計 ４５２１０２ 的中 �� ２６０２９（１番人気）�� １９６１４（２番人気）�� １３５４６（６番人気）
３連複票数 計１５３７６９０ 的中 ��� ４２２４０（２番人気）
３連単票数 計２３７５０２９ 的中 ��� １７４０４（３番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１１．９―１３．０―１２．８―１２．４―１２．４―１２．４―１２．７―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．５―３０．４―４３．４―５６．２―１：０８．６―１：２１．０―１：３３．４―１：４６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．８
１
３
３，９，２，１５－１，６，１２，１６－（１１，１４）７，１０－８，５－４，１３
３，９（１５，６）（２，１６）（１２，１）（１１，１４）（７，１０，５）－８－（４，１３）

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

勝馬の
紹 介

エ ン リ ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１０．３０ 京都６着

２００８．３．１５生 牡４栃栗 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha １０戦３勝 賞金 ３８，８６２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダースピンドル号・イデア号は，平成２４年３月１２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アッシュール号・ユジェニックブルー号
※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。

０４０７０ ２月１２日 曇 良 （２４京都２）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

あ す か

飛鳥ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

５８ オールザットジャズ 牝４鹿 ５４ C．デムーロ 市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ２１：４７．１ ４．２�
（伊）

２３ タムロスカイ 牡５栗 ５７ 浜中 俊谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４９４＋ ２１：４７．３１� １０．４�
３４ タガノエルシコ 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４２－ ２ 〃 ハナ １２．４�
３５ シースナイプ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８１：４７．４� ６．８�
８１５	 カワキタフウジン 牡７栗 ５７ 北村 友一川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５２０± ０ 〃 クビ ２２．６�
４７ ザバトルユージロー 牡６鹿 ５７ 幸 英明宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３８＋ ４１：４７．５クビ １１３．０�
５９ セイクリッドセブン 牡５栗 ５７ 福永 祐一 �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 ４８０＋ ６１：４７．７１� ８．５	
８１４ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ４１：４７．８� １６．０

６１０ リフトザウイングス 牡４青鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５４０＋ ８ 〃 クビ ７．１�
２２ リヴェレンテ 牡４青鹿５６ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９６－ ４１：４８．０１� ４．８�
１１ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５６ 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７６－ ２１：４８．１� １０．６
７１２ ホッコービクトリー 牡７栗 ５７ 木村 健矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ５１４＋１２１：４９．０５ ２０７．０�

（兵庫）

７１３ マイネルアトレ 牡７栗 ５７ 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４７８＋ ４１：４９．２１� ２４８．１�

４６ チョウサンデイ 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 ４９６＋ ４１：４９．５１
 ３４５．５�
６１１ リッカアリュール 牡６栗 ５７ 和田 竜二立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ５０２＋ ４１：４９．８１
 ９９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，７４９，０００円 複勝： ７８，５３９，３００円 枠連： ３９，６５１，０００円

馬連： １６７，２６２，９００円 馬単： ８５，１６５，０００円 ワイド： ５９，２８１，３００円

３連複： ２１６，０２２，０００円 ３連単： ３７１，１３５，６００円 計： １，０６０，８０６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ３００円 � ３２０円 枠 連（２－５） ５３０円

馬 連 �� ２，７３０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� １，３６０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ８，７９０円 ３ 連 単 ��� ４５，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４３７４９０ 的中 � ８３２５２（１番人気）
複勝票数 計 ７８５３９３ 的中 � １３０７３５（１番人気）� ６４８４４（７番人気）� ６０６５３（８番人気）
枠連票数 計 ３９６５１０ 的中 （２－５） ５５７６４（１番人気）
馬連票数 計１６７２６２９ 的中 �� ４５３５１（１１番人気）
馬単票数 計 ８５１６５０ 的中 �� １４０３２（１９番人気）
ワイド票数 計 ５９２８１３ 的中 �� １４９４０（１２番人気）�� １０７２７（２３番人気）�� １０１７２（２５番人気）
３連複票数 計２１６０２２０ 的中 ��� １８１５４（４２番人気）
３連単票数 計３７１１３５６ 的中 ��� ６０６８（１７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．７―４７．７―１：００．０―１：１２．１―１：２３．５―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
３ １１，１２（３，５）１３（６，８，１５）－（７，９）１４（２，１）１０－４ ４ ・（１１，１２，５）（３，８，１５）１３（６，１４）７，９（２，１０）（４，１）

勝馬の
紹 介

オールザットジャズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．１０ 阪神４着

２００８．２．２４生 牝４鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド ９戦４勝 賞金 ５５，４８７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔発走状況〕 リッカアリュール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リッカアリュール号は，発走調教再審査。
〔その他〕 チョウサンデイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 チョウサンデイ号は，平成２４年３月１２日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



０４０７１ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６日 第１１競走
第１０５回農林水産省賞典

��
��２，２００�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２３．２．１２以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２３．２．１１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

３３ トレイルブレイザー 牡５鹿 ５７ 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ １２：１２．４ １４．５�

１１ ダークシャドウ 牡５栗 ５７ 福永 祐一飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１６＋ ８２：１２．７２ ２．４�
８９ ヒルノダムール 牡５鹿 ５８ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４８２＋１６２：１２．９１� ４．５�
４４ トーセンラー 牡４黒鹿５５ C．デムーロ 島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４２：１３．０� ５．２�

（伊）

５５ ロードオブザリング 牡５鹿 ５６ 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 ５１４－ ２２：１３．３１	 ６２．６�
７７ ウインバリアシオン 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５２２＋１０２：１３．４クビ ３．５	
８８ スイートマトルーフ 牝６青鹿５４ 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５０２＋ ４２：１４．３５ １９５．６

２２ リッツィースター 
５鹿 ５６ 和田 竜二岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４９４－ ６２：１６．３大差 ８１．０�
６６ ゲシュタルト 牡５鹿 ５６ 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５３０＋１０２：１６．８３ ３１．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １８９，８５４，９００円 複勝： ２３１，６３２，７００円 枠連： ７２，０１９，７００円

馬連： ５８７，０５７，６００円 馬単： ３９０，４４３，５００円 ワイド： １９５，１８３，６００円

３連複： ６５６，６６１，５００円 ３連単： ２，０８３，０６８，４００円 計： ４，４０５，９２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（１－３） １，５００円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ６５０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� １８，６００円

票 数

単勝票数 計１８９８５４９ 的中 � １０３５３０（５番人気）
複勝票数 計２３１６３２７ 的中 � １７２６７１（５番人気）� ６５９３９４（１番人気）� ４０４７６８（３番人気）
枠連票数 計 ７２０１９７ 的中 （１－３） ３５４８８（７番人気）
馬連票数 計５８７０５７６ 的中 �� ２７４４９８（７番人気）
馬単票数 計３９０４４３５ 的中 �� ５９９７２（１８番人気）
ワイド票数 計１９５１８３６ 的中 �� ８２１１４（７番人気）�� ６７０４３（９番人気）�� ２３４３８３（２番人気）
３連複票数 計６５６６６１５ 的中 ��� ２８１１６０（６番人気）
３連単票数 計２０８３０６８４ 的中 ��� ８２６８６（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．３―３６．３―４８．３―１：００．３―１：１２．５―１：２４．９―１：３６．９―１：４８．２―２：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５
１
３
８，２－３，１－（５，６）（４，９）－７・（８，２）－３，５－１（４，６）（７，９）

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

勝馬の
紹 介

トレイルブレイザー 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．９．２１ 新潟１着

２００７．３．１５生 牡５鹿 母 リ リ オ 母母 Gioconda １８戦６勝 賞金 ２３１，６６８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 トーセンラー号の騎手C．デムーロは，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影響）
※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。

０４０７２ ２月１２日 晴 良 （２４京都２）第６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，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 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 ５５２＋ ４１：２４．９ ５．０�

８１６� サウンドボルケーノ 牡４栗 ５７ 木村 健増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa
Partners ５２０＋ ２１：２５．０� １７．８�

（兵庫）

６１２	 モエレジュンキン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４７０－ ２１：２５．１クビ ３．９�
６１１ メイショウカルロ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ４１：２５．３１
 ８．９�
４８ マジックアロー 牡６鹿 ５７ 幸 英明�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６８－ ２ 〃 クビ １５．１�
１２ ツルマルスピリット 牡５青鹿５７ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：２５．４クビ ４．２	
３５ 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 ４８８＋ ２ 〃 クビ ６．５

５９ テルミーホワイ 牡５鹿 ５７ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９６± ０１：２５．５� ３１．０�
５１０ マーブルデイビー 牡６栗 ５７ 和田 竜二下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４９０± ０１：２５．６� ４８．３�
４７ イッツアチャンス 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ５０６－ ２１：２５．９２ ９４．４
２３ 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 ４７２＋ ２１：２６．１１ １５５．５�
２４ ス イ リ ン カ 牝６鹿 ５５ 藤岡 佑介�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４２４－ ４１：２６．５２� ２５８．２�
７１４ ステラリード 牝５栗 ５５ C．デムーロ 広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４６－ ６ 〃 アタマ １１．２�
（伊）

８１５ メイショウボルト 牡６鹿 ５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 日田牧場 ４５６＋ ２１：２７．０３ １３０．４�
１１ テイエムフルパワー 牡８栗 ５７ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４６－ ２１：２７．６３� ２０３．９�

（１５頭）
３６ オーミレイライン 牡６鹿 ５７ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４５，９６６，５００円 複勝： ７５，１８３，３００円 枠連： ４１，５４５，４００円

馬連： １６０，２８１，５００円 馬単： ８２，７１９，１００円 ワイド： ５９，０４４，３００円

３連複： ２１６，１１７，６００円 ３連単： ３９５，６１８，７００円 計： １，０７６，４７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � ４５０円 � １９０円 枠 連（７－８） ２，５１０円

馬 連 �� ５，６００円 馬 単 �� ９，４８０円

ワ イ ド �� １，８６０円 �� ４７０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ５３，６６０円

票 数

単勝票数 計 ４５９６６５ 的中 � ７２６８５（３番人気）
複勝票数 計 ７５１８３３ 的中 � １２００００（３番人気）� ３４６４８（８番人気）� １２１３３３（２番人気）
枠連票数 計 ４１５４５４ 的中 （７－８） １２２２１（１２番人気）
馬連票数 計１６０２８１５ 的中 �� ２１１３０（２２番人気）
馬単票数 計 ８２７１９１ 的中 �� ６４４２（４１番人気）
ワイド票数 計 ５９０４４３ 的中 �� ７４４０（２６番人気）�� ３３９３０（４番人気）�� １１５３１（１９番人気）
３連複票数 計２１６１１７６ 的中 ��� ２１３６２（２６番人気）
３連単票数 計３９５６１８７ 的中 ��� ５４４２（１８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０
３ ・（７，１２）１４（２，９，１３）（１，３）４，１１，５（８，１６）１０－１５ ４ ・（７，１２）１４（２，９，１３）（１，３）（４，１１）（８，５）（１０，１６）－１５

勝馬の
紹 介

スピルオーバー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．１．１６ 京都５着

２００７．２．２３生 牡５栗 母 ジョディーディア 母母 Graceful Jody １５戦３勝 賞金 ４０，８６０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔出走取消〕 オーミレイライン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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） ４頭 アマノレインジャー号・ダイヤモンドムーン号・ピイエフドルチェ号・ラディアーレ号
※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。

４レース目



（２４京都２）第６日 ２月１２日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 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

２８５，７６０，０００円
５，７４０，０００円
１，９８０，０００円
２６，１７０，０００円
６１，２６０，０００円
５，３８５，４００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
４８９，０３５，１００円
８１４，１４２，９００円
３００，５２２，４００円
１，４１５，１８０，３００円
９０２，５０７，６００円
５４２，０２０，６００円
１，７８１，５３０，８００円
４，０２７，７５９，１００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 １０，２７２，６９８，８００円

総入場人員 ２４，７４４名 （有料入場人員 ２２，８００名）


