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04061 2月10日 晴 良 （25京都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

47 ハヤブサユウサン 牝3鹿 54 浜中 俊武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 448－ 21：56．3 17．8�

22 チャームドヴェール 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442－ 21：56．4� 2．9�
46 スプリングデジレ 牝3鹿 54 国分 恭介加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 450－ 21：56．5� 9．4�
34 セカイノカナ 牝3芦 54 幸 英明泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 438＋ 6 〃 クビ 4．6�
23 モズマッテタワ 牝3黒鹿54 藤田 伸二北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 484＋ 81：56．6クビ 18．6�
35 ボンジュールノゾミ 牝3栗 54 宮崎 北斗田中善次郎氏 菊沢 隆徳 新冠 平山牧場 470± 01：57．45 115．7	
11 スズカルミナリー 牝3鹿 54 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462－ 61：57．5� 238．8

713 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 448± 01：58．24 3．9�
712 サンマルジュエリー 牝3鹿 54 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 474± 01：58．3クビ 12．2�
815 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 464－ 21：58．51� 62．8
611 コウエイレディー 牝3鹿 54 高倉 稜西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 458± 0 〃 クビ 225．3�
814 スマートジュメイラ 牝3鹿 54 武 幸四郎大川 徹氏 安達 昭夫 日高 いとう牧場 498－ 81：58．6� 147．9�
610 メメキューティー 牝3栗 54 武 豊本谷 惠氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 11．5�
59 ショウナンカメリア 牝3黒鹿54 藤岡 佑介国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム 494＋141：59．23� 181．5�
58 トーホウスズラン 牝3栗 54 大山 真吾東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 412－ 82：00．47 264．5�

（兵庫）

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，120，600円 複勝： 29，368，700円 枠連： 10，978，500円
馬連： 41，256，700円 馬単： 27，578，500円 ワイド： 21，038，800円
3連複： 63，412，200円 3連単： 93，527，900円 計： 305，281，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 410円 � 160円 � 260円 枠 連（2－4） 770円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 8，930円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，980円 �� 560円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 50，200円

票 数

単勝票数 計 181206 的中 � 8029（7番人気）
複勝票数 計 293687 的中 � 15614（7番人気）� 60052（2番人気）� 27844（5番人気）
枠連票数 計 109785 的中 （2－4） 10580（3番人気）
馬連票数 計 412567 的中 �� 9728（15番人気）
馬単票数 計 275785 的中 �� 2280（34番人気）
ワイド票数 計 210388 的中 �� 5522（15番人気）�� 2492（23番人気）�� 9806（4番人気）
3連複票数 計 634122 的中 ��� 8369（22番人気）
3連単票数 計 935279 的中 ��� 1375（176番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．7―13．4―13．1―13．0―13．1―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．5―50．9―1：04．0―1：17．0―1：30．1―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサユウサン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2012．10．21 京都6着

2010．4．25生 牝3鹿 母 シアトルビューティ 母母 タイキビューティー 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ハヤブサユウサン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

04062 2月10日 晴 良 （25京都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

510 ディープジュジュ 牡3鹿 56 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 472± 01：13．2 5．9�
713 ロレーヌクロス 牡3鹿 56 藤岡 佑介有限会社シルク浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 2．3�
35 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 492－ 2 〃 クビ 8．5�
611 グロシュラライト 牡3黒鹿56 浜中 俊吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452± 01：13．62� 4．0�
816 ハッピーチャート 牝3芦 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場 460－ 21：14．34 7．0�
23 エアーウェーブ 牡3鹿 56 武 豊小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 504＋121：14．83 25．9	
48 カネトシエフォート 牡3黒鹿56 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 458± 01：14．9クビ 41．9

36 ビップイシマツ 牡3青 56 国分 恭介鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482± 01：15．0� 138．7�
47 マルヨコマキ 牡3栗 56 熊沢 重文野村 春行氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内白井牧場 420－ 21：15．21� 232．6�
12 ヤマノダイヤ 牝3青鹿54 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 むかわ 上水牧場 460－ 61：15．3� 207．5
714 チェリッシュハート 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 430－ 2 〃 ハナ 198．8�

24 シゲルツルザ 牡3黒鹿56 大山 真吾森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 中央牧場 464－ 21：15．72� 465．9�
（兵庫）

11 キ チ 牡3栗 56 内田 博幸飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム 458－ 41：16．02 33．6�
612 メ ロ ー ペ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 壮史氏 小野 次郎 新ひだか 岡田スタツド 480－101：16．32 390．6�
59 グローバルフライト 牝3鹿 54 川田 将雅有限会社シルク長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：16．72� 81．6�
815 テイエムイッキュウ 牡3栗 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 482＋ 21：17．65 350．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，163，600円 複勝： 44，590，500円 枠連： 9，728，500円
馬連： 42，964，400円 馬単： 31，347，200円 ワイド： 24，098，000円
3連複： 60，132，700円 3連単： 102，238，600円 計： 336，263，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 110円 � 180円 枠 連（5－7） 590円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 270円 �� 470円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 7，210円

票 数

単勝票数 計 211636 的中 � 28590（3番人気）
複勝票数 計 445905 的中 � 48189（4番人気）� 171133（1番人気）� 52166（3番人気）
枠連票数 計 97285 的中 （5－7） 12276（3番人気）
馬連票数 計 429644 的中 �� 53405（2番人気）
馬単票数 計 313472 的中 �� 16040（6番人気）
ワイド票数 計 240980 的中 �� 23913（2番人気）�� 11648（5番人気）�� 20927（4番人気）
3連複票数 計 601327 的中 ��� 34235（4番人気）
3連単票数 計1022386 的中 ��� 10469（18番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．9―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープジュジュ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2012．11．10 京都2着

2010．3．15生 牡3鹿 母 オーサムチャーム 母母 Reet Petite 5戦1勝 賞金 9，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムイッキュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月10日まで平地

競走に出走できない。
※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10日 晴 良 （25京都2）第6日 第3競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

712 テイエムオオラジャ 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 526－ 41：55．4 35．4�
814 オースミアイビス 牡3栗 56 藤田 伸二�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 516＋ 4 〃 クビ 20．9�
59 ダイシンプロト 牡3鹿 56 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 21：55．5クビ 1．2�
23 ゼロワンチャンプ 牡3鹿 56 内田 博幸国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 4 〃 クビ 17．4�
11 � エーシンザホット 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du

Quesnay 490＋ 41：55．6クビ 6．9�
611 ナガラセンプー 牡3栃栗56 高倉 稜長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 444± 01：55．7� 140．7	
22 � ウエストソング 牡3芦 56 石橋 脩加藤 守氏 中竹 和也 米 Pegasus

Farms, Ltd. 484－10 〃 クビ 70．3

46 クリノコトノオー 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 468± 01：56．12	 23．4�
47 オリエンタルサン 牡3鹿 56 小林 徹弥下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 466－ 21：56．73	 139．5�
58 デンコウアカツキ 牝3鹿 54 藤岡 佑介田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 480－ 41：56．8クビ 96．5
610 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 466－ 21：57．11� 210．9�
713 キ マ モ リ 牡3黒鹿56 石橋 守諸江 幸祐氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 458－ 41：57．2� 316．7�
34 メイショウオトワカ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 478－ 41：57．3	 42．2�
815 クリノマッキンリー 牝3鹿 54 大山 真吾栗本 博晴氏 谷 潔 えりも 能登 浩 458－ 21：57．4	 500．3�

（兵庫）

35 � アスターバリュー 牝3芦 54
51 ▲長岡 禎仁加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green

Stable 438－ 21：57．61 712．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，931，600円 複勝： 83，391，700円 枠連： 10，457，700円
馬連： 42，198，100円 馬単： 43，134，200円 ワイド： 25，253，700円
3連複： 57，178，900円 3連単： 127，371，100円 計： 416，917，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，540円 複 勝 � 430円 � 270円 � 110円 枠 連（7－8） 7，460円

馬 連 �� 9，770円 馬 単 �� 31，740円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 520円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 56，190円

票 数

単勝票数 計 279316 的中 � 6223（6番人気）
複勝票数 計 833917 的中 � 16166（6番人気）� 30331（5番人気）� 611218（1番人気）
枠連票数 計 104577 的中 （7－8） 1035（15番人気）
馬連票数 計 421981 的中 �� 3190（20番人気）
馬単票数 計 431342 的中 �� 1003（42番人気）
ワイド票数 計 252537 的中 �� 2774（20番人気）�� 11773（6番人気）�� 25234（2番人気）
3連複票数 計 571789 的中 ��� 19539（8番人気）
3連単票数 計1273711 的中 ��� 1673（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．7―36．9―50．2―1：03．6―1：16．8―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムオオラジャ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Timber Country デビュー 2012．7．7 中京8着

2010．2．7生 牡3鹿 母 キウィダンス 母母 Warning Express 7戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ダイシンプロト号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 エーシンザホット号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて

戒告。（被害馬：12番）
※出走取消馬 ステージジャンプ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。

04064 2月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都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

45 リキアイクロフネ 牡6鹿 60 横山 義行高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 472－ 23：15．0 3．7�
69 タマモオンゾウシ 牡4栗 59 熊沢 重文タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 510＋ 63：15．63� 1．8�
712 フクノゴールド 牡4鹿 59 江田 勇亮福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 中村 和夫 482－ 23：17．3大差 73．6�
34 ニシノファブレッド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 492＋ 43：17．51� 10．4�
22 トーセンマグナム 牡4鹿 59 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B464＋ 43：17．6クビ 37．0	
11 アムールクエスト 牡4鹿 59 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466＋ 63：18．02� 41．6

610 アラタマユニバース 牡4青鹿59 田村 太雅荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 474＋ 23：18．21� 18．8�
814 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 480－ 43：18．3クビ 9．4�
58 � イクシカナイダロウ 牡4青鹿59 中村 将之小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 乾 皆雄 498＋ 43：19．15 68．1
711� ジョーマダガスカル 	4鹿 59 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 506－ 63：22．6大差 48．8�
813 エクスビート 牡5鹿 60 蓑島 靖典前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 456＋ 63：23．23� 227．1�
57 プラチナフォンテン 牝4黒鹿57 草野 太郎吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 502＋ 83：25．5大差 63．7�
33 ディアフロイデ 牡5鹿 60 石神 深一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 440－ 2 （競走中止） 30．0�
46 � ミエノスペシャル 牝5青鹿58 平沢 健治里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 454± 0 （競走中止） 224．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，711，200円 複勝： 41，162，700円 枠連： 10，412，200円
馬連： 32，146，200円 馬単： 28，782，700円 ワイド： 16，231，500円
3連複： 46，042，200円 3連単： 94，525，300円 計： 286，014，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 110円 � 770円 枠 連（4－6） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 180円 �� 2，080円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 16，530円

票 数

単勝票数 計 167112 的中 � 36071（2番人気）
複勝票数 計 411627 的中 � 45872（2番人気）� 253073（1番人気）� 4800（9番人気）
枠連票数 計 104122 的中 （4－6） 29867（1番人気）
馬連票数 計 321462 的中 �� 89493（1番人気）
馬単票数 計 287827 的中 �� 27156（2番人気）
ワイド票数 計 162315 的中 �� 31172（1番人気）�� 1564（22番人気）�� 2503（16番人気）
3連複票数 計 460422 的中 ��� 9238（11番人気）
3連単票数 計 945253 的中 ��� 4222（39番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 50．9－3F 37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
9－12，5，14，4－8－1，2，10＝11＝7，13・（9，5）12－14，4＝1，2－10＝8－11＝13－7

�
�
9－12，5，14，4－（8，2）1－10－11＝7，13・（9，5）－12－14，4－（1，2）－10＝8－11＝13＝7

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

リキアイクロフネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2009．7．12 阪神14着

2007．4．20生 牡6鹿 母 エイダイヒロイン 母母 ユキノサンライズ 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 ミエノスペシャル号・ディアフロイデ号は，2周目3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ディアフロイデ号は，各障害を外側に斜飛したことについて平成25年2月11日から平成25年3月3日

まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カーペウィアム号・ジョープラチネラ号・シルヴァーノ号・スズカミラクル号・スターファンタジア号・

センティラシオン号



04065 2月10日 晴 良 （25京都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

22 ヴィルジニア 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 428 ―1：50．8 3．4�
45 � ゴ ド リ ー 牡3栗 56 内田 博幸林 正道氏 松田 国英 米 Sanford R.

Robertson 494 ―1：51．01� 9．2�
813 サンライズピーク 牡3黒鹿56 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 508 ― 〃 クビ 22．0�
711 ラスカルスピード 牡3鹿 56 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464 ―1：51．1� 16．7�
34 ジューヴルエール 牡3黒鹿56 浜中 俊有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462 ―1：51．2クビ 1．8�
57 ヌーヴェルリュンヌ 牝3鹿 54 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 494 ―1：51．73 31．4	
11 ル ナ リ ア 牝3黒鹿54 高倉 稜 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 422 ―1：52．01	 11．8�
69 エターナルトルース 牝3黒鹿54 石橋 守五影 慶則氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 404 ―1：52．1	 97．0�
58 エルウェーフェロー 
3黒鹿56 小坂 忠士雑古 隆夫氏 境 直行 浦河 日光スタッド 448 ―1：52．52� 210．5
33 カムイミンタラ 牡3鹿 56 石橋 脩 
社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498 ― 〃 アタマ 45．0�
610 セプテンバー 牝3栗 54 大山 真吾グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 佐藤 義紀 448 ―1：52．92� 307．6�

（兵庫）

46 ミッキースマホ 牡3栗 56 小牧 太野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470 ―1：53．53� 41．6�
712 アラタマセット 牝3鹿 54 中村 将之荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 426 ―1：53．6	 392．8�
814 メイショウフウタ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 448 ― （競走中止） 109．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，718，400円 複勝： 34，369，200円 枠連： 11，861，100円
馬連： 44，570，200円 馬単： 39，736，200円 ワイド： 22，508，500円
3連複： 58，058，600円 3連単： 113，326，600円 計： 350，148，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 260円 � 420円 枠 連（2－4） 980円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 480円 �� 940円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 19，060円

票 数

単勝票数 計 257184 的中 � 60997（2番人気）
複勝票数 計 343692 的中 � 82896（2番人気）� 32571（3番人気）� 16917（6番人気）
枠連票数 計 118611 的中 （2－4） 8968（3番人気）
馬連票数 計 445702 的中 �� 22312（4番人気）
馬単票数 計 397362 的中 �� 12502（7番人気）
ワイド票数 計 225085 的中 �� 12369（4番人気）�� 5820（10番人気）�� 3524（17番人気）
3連複票数 計 580586 的中 ��� 6660（20番人気）
3連単票数 計1133266 的中 ��� 4388（53番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．6―13．2―13．6―12．6―11．9―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．4―50．6―1：04．2―1：16．8―1：28．7―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．0
3 9，13（2，11）10（1，7）（3，5）（4，6）8，12 4 ・（9，13）11（2，5）7（1，10）4，3－（8，6）－12

勝馬の
紹 介

ヴィルジニア �
�
父 Galileo �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2010．3．29生 牝3鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 メイショウフウタ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
※出走取消馬 オニユリ号（事故のため）・レッドフェンサー号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 グンシン号・コメットシーカー号・タニオブローズ号・ニホンピロホウオー号・ムテキザセカンド号・

ルナレガーロ号・ワイドエクセレント号
※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。

04066 2月10日 晴 良 （25京都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 （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
1：21．5

重
不良

67 ピエナトップガン 牡3栗 56 藤岡 佑介本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 468＋ 41：25．9 10．3�
44 ドリームハヤテ 牡3鹿 56 石橋 脩セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 486＋ 21：26．22 6．7�
78 スクワドロン 牡3芦 56 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：26．3� 22．0�
810 メイショウユキチ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 478± 01：26．4� 2．0�
11 タマモベルモット 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 476－ 41：26．5� 5．2	
79 メイショウアイアン 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 藤沢牧場 496－ 81：26．71� 7．8

55 シゲルオウシザ 牡3栗 56 福永 祐一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 512－ 2 〃 アタマ 12．7�
33 ホッコージョイフル 牡3鹿 56 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 468± 01：27．02 43．2�
22 � ファイアキング 牡3鹿 56 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 450－ 61：27．1クビ 360．0
811 トップエトワール 牡3芦 56 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488－ 61：27．95 169．2�
66 トゥルーカラーズ 牝3鹿 54 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 428－ 6 〃 ハナ 56．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，259，100円 複勝： 38，282，000円 枠連： 9，951，100円
馬連： 47，025，700円 馬単： 35，710，200円 ワイド： 22，470，200円
3連複： 62，033，700円 3連単： 123，327，800円 計： 364，059，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 300円 � 250円 � 620円 枠 連（4－6） 2，690円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，680円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 20，440円 3 連 単 ��� 121，850円

票 数

単勝票数 計 252591 的中 � 19353（5番人気）
複勝票数 計 382820 的中 � 34442（6番人気）� 45929（4番人気）� 14169（7番人気）
枠連票数 計 99511 的中 （4－6） 2739（11番人気）
馬連票数 計 470257 的中 �� 10768（15番人気）
馬単票数 計 357102 的中 �� 3802（28番人気）
ワイド票数 計 224702 的中 �� 4730（15番人気）�� 2036（25番人気）�� 2788（21番人気）
3連複票数 計 620337 的中 ��� 2240（51番人気）
3連単票数 計1233278 的中 ��� 747（258番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．5―12．9―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．3―47．8―1：00．7―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピエナトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．11．10 京都7着

2010．5．31生 牡3栗 母 ホットキャスケード 母母 ペニーアップ 3戦2勝 賞金 12，000，000円



04067 2月10日 晴 良 （25京都2）第6日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時20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 1，800，000円 1，100，000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

811 プリムラブルガリス 牡3鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482＋ 41：21．5 2．7�
67 エールブリーズ 牡3青鹿56 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 21：21．71� 2．7�
79 サイモンラムセス 牡3鹿 56 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 41：21．8� 14．0�
810 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 56 福永 祐一亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 436－ 41：22．12 22．1�
22 タカノヒーロー 牡3鹿 56 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 472± 01：22．42 36．1�
78 ル ゴ ス 牡3栗 56 内田 博幸杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 456＋ 21：22．5� 15．1	
44 アグネスキズナ 牡3栗 56 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478－ 21：22．6� 6．1

55 マンドレイク 牡3黒鹿56 小牧 太�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 482＋ 4 〃 クビ 27．0�
66 ハドソンシチー 牡3黒鹿56 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 444＋ 81：22．7クビ 20．4
33 ガムザッティ 牝3黒鹿54 秋山真一郎吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 474－ 41：23．12� 19．9�
11 	 リュウノタケシツウ 牡3鹿 56 大山 真吾蓑島 竜一氏 中塚 猛 えりも エクセルマネジメント 454－ 11：23．42 232．7�

（兵庫） （兵庫）

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，365，300円 複勝： 45，529，700円 枠連： 13，836，000円
馬連： 58，404，500円 馬単： 38，753，200円 ワイド： 28，360，400円
3連複： 77，914，400円 3連単： 139，264，500円 計： 428，428，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 220円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 170円 �� 390円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 263653 的中 � 78182（1番人気）
複勝票数 計 455297 的中 � 118980（1番人気）� 110841（2番人気）� 37811（4番人気）
枠連票数 計 138360 的中 （6－8） 33544（1番人気）
馬連票数 計 584045 的中 �� 134739（1番人気）
馬単票数 計 387532 的中 �� 40079（2番人気）
ワイド票数 計 283604 的中 �� 52937（1番人気）�� 16097（4番人気）�� 11522（6番人気）
3連複票数 計 779144 的中 ��� 49006（3番人気）
3連単票数 計1392645 的中 ��� 23568（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．2―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．3―46．5―58．0―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 4（2，6，8）－（5，11）－（1，10）（7，9）－3 4 4（2，8）－（6，5，11）（7，10）9（1，3）

勝馬の
紹 介

プリムラブルガリス �
�
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 2012．8．5 小倉3着

2010．2．25生 牡3鹿 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ 7戦2勝 賞金 23，140，000円
〔発走状況〕 ケイアイヴァーゲ号は，枠入り不良。
※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。

04068 2月10日 晴 良 （25京都2）第6日 第8競走 ��1，200�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，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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 � ヒラボクダッシュ 牡4栗 57 福永 祐一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 450＋ 21：12．4 4．8�
44 � アークペガサス 牡4鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B508－ 41：13．03� 18．4�
813� エクストラトーン 牡4芦 57 大山 真吾 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504＋16 〃 クビ 139．3�
（兵庫）

711 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 478＋ 61：13．1クビ 3．2�
33 タイキガラハッド 牡5栗 57 藤岡 佑介�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋ 41：13．2� 3．0	
22 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 武 豊ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 496－ 21：13．41	 6．7

56 ペプチドヒノトリ 牝4鹿 55 小牧 太沼川 一彦氏 新川 恵 平取 坂東牧場 B462＋ 21：13．5� 41．3�
45 ヒノデポベーダ 牝5鹿 55 高倉 稜久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 436－ 81：13．81� 266．6�
710 メイショウアキシノ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 444＋ 21：14．11� 15．3
812 エーティーオヤブン 牡4栗 57 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：14．31� 52．6�
68 ノボジュピター 牡7栗 57 内田 博幸�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 478＋ 61：14．4クビ 13．4�

（11頭）
69 ホンインボウ 牡4黒鹿57 太宰 啓介新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 580－ 4 （競走除外）

57 キクノフェーデ 牡6鹿 57 川田 将雅菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，080，200円 複勝： 36，942，300円 枠連： 13，671，200円
馬連： 60，143，900円 馬単： 38，564，100円 ワイド： 25，934，000円
3連複： 73，789，300円 3連単： 134，631，500円 計： 407，756，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 490円 � 2，000円 枠 連（1－4） 7，030円

馬 連 �� 7，730円 馬 単 �� 13，340円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 10，590円 �� 14，790円

3 連 複 ��� 213，560円 3 連 単 ��� 752，720円

票 数

単勝票数 差引計 240802（返還計 6971） 的中 � 40290（3番人気）
複勝票数 差引計 369423（返還計 13032） 的中 � 56137（3番人気）� 18688（7番人気）� 4047（10番人気）
枠連票数 差引計 136712（返還計 661） 的中 （1－4） 1437（18番人気）
馬連票数 差引計 601439（返還計 33459） 的中 �� 5748（20番人気）
馬単票数 差引計 385641（返還計 19450） 的中 �� 2135（38番人気）
ワイド票数 差引計 259340（返還計 19803） 的中 �� 2903（21番人気）�� 598（42番人気）�� 427（47番人気）
3連複票数 差引計 737893（返還計 70797） 的中 ��� 255（120番人気）
3連単票数 差引計1346315（返還計126178） 的中 ��� 132（599番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．2―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．2―36．4―48．4―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．0
3 13（6，12，4）－3（1，11，10）（2，8）－5 4 ・（13，6）（12，4）（1，11，10）3（2，8）－5

勝馬の
紹 介

�ヒラボクダッシュ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ダンスインザダーク

2009．3．8生 牡4栗 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 16戦1勝 賞金 18，550，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 キクノフェーデ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走除外〕 ホンインボウ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ホンインボウ号は，平成25年2月11日から平成25年3月12日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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10日 晴 良 （25京都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，24．2．11以降25．2．3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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

713 レッドグランザ 牡4鹿 55 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 510－ 61：58．9 3．8�
12 タイムズアロー 牡5栗 55 内田 博幸 �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 492－ 41：59．11� 9．4�
48 ブルータンザナイト 牡4青鹿53 熊沢 重文桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 550＋ 41：59．2� 44．3�
59 マ シ ュ マ ロ 牝4白 52 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 22．8�
35 ノボリドリーム 牡4鹿 54 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450＋ 41：59．41� 16．2	
11 フォントルロイ 牡4鹿 55 秋山真一郎大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：59．71� 42．1

23 ヴォーグトルネード 牡4栗 55 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 2 〃 ハナ 3．4�
714 ナポレオンバローズ 牡5黒鹿55 小牧 太猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 502＋ 42：00．01� 14．7�
816	 サウンドビガレス 牡4栗 53 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 488＋ 2 〃 ハナ 59．2
510 サイキョウイシヤマ 牡5鹿 54 浜中 俊奥本 義幸氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 498＋202：00．21
 10．6�
612 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿55 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 460＋ 62：00．3� 7．8�
24 ハ ス ラ ー 牡5黒鹿56 幸 英明水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 534＋12 〃 ハナ 21．1�
36 アグネスハイヤー 牡7鹿 54 酒井 学渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 478＋ 42：00．4
 104．9�
611 スズカホープ �5鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－ 22：01．46 47．6�
47 � レオアドミラル 牡7栗 53 石橋 脩田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 490－ 42：02．14 275．1�
815 ハギノタイクーン 牡4鹿 55 池添 謙一日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 534＋222：03．27 18．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，830，000円 複勝： 65，374，100円 枠連： 28，379，800円
馬連： 111，939，700円 馬単： 58，315，500円 ワイド： 45，706，000円
3連複： 146，651，700円 3連単： 228，732，900円 計： 721，929，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 310円 � 1，030円 枠 連（1－7） 1，520円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 990円 �� 3，080円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 21，980円 3 連 単 ��� 72，330円

票 数

単勝票数 計 368300 的中 � 76585（2番人気）
複勝票数 計 653741 的中 � 116720（2番人気）� 54439（4番人気）� 13221（12番人気）
枠連票数 計 283798 的中 （1－7） 13787（7番人気）
馬連票数 計1119397 的中 �� 43976（5番人気）
馬単票数 計 583155 的中 �� 13912（5番人気）
ワイド票数 計 457060 的中 �� 11882（8番人気）�� 3599（39番人気）�� 3065（46番人気）
3連複票数 計1466517 的中 ��� 4924（69番人気）
3連単票数 計2287329 的中 ��� 2334（212番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．1―29．5―42．8―56．2―1：09．6―1：21．9―1：34．3―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
5（10，13）2（4，14）－（16，9）（1，8，15）12（6，7）－（3，11）
5（10，11）（2，4，13）（16，9）（1，14）8，12（6，15）3，7

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

勝馬の
紹 介

レッドグランザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig デビュー 2011．9．4 札幌2着

2009．4．12生 牡4鹿 母 リュウオーレディ 母母 エ チ ケ ッ ト 8戦3勝 賞金 34，905，000円
〔制裁〕 レオアドミラル号の調教師萱野浩二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

04070 2月10日 晴 良 （25京都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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

79 ミルドリーム 牡4青鹿56 内田 博幸平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440± 01：47．9 6．0�
11 � ランリョウオー 牡6黒鹿57 浜中 俊吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

476± 0 〃 クビ 3．2�
78 エーシンミズーリ 牡5黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 492＋241：48．11 16．0�
44 ヒラボクビクトリー 牡5鹿 57 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：48．31	 10．0�
22 ヴィクトリースター 牡5鹿 57 小牧 太 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 472＋10 〃 ハナ 4．1	
55 
 サクラボールド 牡6栗 57 武 豊�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 478－ 61：48．4� 25．9

33 メイショウゾウセン 牡5黒鹿57 藤田 伸二松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 466－ 21：48．5	 34．8�
67 ナムラオウドウ 牡5黒鹿57 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 474＋ 21：48．6クビ 6．4�
66 テーオーケンジャ 牡6栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 516＋ 4 〃 アタマ 38．7
811 ベストクルーズ 牝6芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 440± 01：48．81� 10．2�
810
 エドノヤマト 牡6青 57 幸 英明遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム 486＋181：49．01	 39．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 42，093，400円 複勝： 71，657，500円 枠連： 24，752，000円
馬連： 137，540，900円 馬単： 85，008，800円 ワイド： 51，387，900円
3連複： 172，577，900円 3連単： 331，396，000円 計： 916，414，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 150円 � 450円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，740円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 24，560円

票 数

単勝票数 計 420934 的中 � 55442（3番人気）
複勝票数 計 716575 的中 � 84279（4番人気）� 169532（1番人気）� 31401（7番人気）
枠連票数 計 247520 的中 （1－7） 22439（2番人気）
馬連票数 計1375409 的中 �� 84286（4番人気）
馬単票数 計 850088 的中 �� 24124（8番人気）
ワイド票数 計 513879 的中 �� 26843（4番人気）�� 6922（22番人気）�� 12972（14番人気）
3連複票数 計1725779 的中 ��� 24617（19番人気）
3連単票数 計3313960 的中 ��� 9962（79番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．8―12．0―12．4―12．2―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―36．6―48．6―1：01．0―1：13．2―1：25．0―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．7
3 3－8－（4，11）（1，10）（5，7）（9，6）－2 4 3，8（4，11，10，7）（1，5）（6，2）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミルドリーム �
�
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 2011．8．27 新潟2着

2009．5．25生 牡4青鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー 13戦4勝 賞金 66，004，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



04071 2月10日 晴 良 （25京都2）第6日 第11競走
第106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，24．2．11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，24．2．10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 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

811 トーセンラー 牡5黒鹿56 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋102：12．5 9．2�
11 ベールドインパクト 牡4鹿 55 小牧 太 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 498＋122：12．71� 6．6�
810 ショウナンマイティ 牡5青鹿57 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 506＋102：12．8クビ 4．0�
22 ビートブラック 牡6青 58 石橋 脩前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント 522± 02：13．01 9．0�
44 ジャスタウェイ 牡4鹿 55 内田 博幸大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 42：13．21� 3．5	
79 カポーティスター 牡4黒鹿56 高倉 稜備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518＋ 82：13．62� 7．3

78 ジョワドヴィーヴル 牝4鹿 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 436＋202：13．91	 9．9�
55 サクラアルディート 牡5鹿 56 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 484－ 22：14．21	 11．6
66 ジ ャ ミ ー ル 牡7鹿 56 武 幸四郎吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 468± 02：15．05 150．4�
67 リッツィースター 
6鹿 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 42：16．38 201．4�
33 ヤマニンファラオ 牡4栗 55 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 478＋102：18．7大差 51．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 158，828，900円 複勝： 207，610，100円 枠連： 103，951，900円
馬連： 652，479，500円 馬単： 336，779，500円 ワイド： 181，388，900円
3連複： 783，031，600円 3連単： 1，743，972，800円 計： 4，168，043，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 260円 � 200円 � 160円 枠 連（1－8） 810円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 790円 �� 590円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 25，280円

票 数

単勝票数 計1588289 的中 � 136335（6番人気）
複勝票数 計2076101 的中 � 181411（5番人気）� 273299（3番人気）� 394492（2番人気）
枠連票数 計1039519 的中 （1－8） 94793（3番人気）
馬連票数 計6524795 的中 �� 203020（13番人気）
馬単票数 計3367795 的中 �� 44689（29番人気）
ワイド票数 計1813889 的中 �� 54858（13番人気）�� 76490（6番人気）�� 87980（5番人気）
3連複票数 計7830316 的中 ��� 184789（11番人気）
3連単票数 計17439728 的中 ��� 50914（111番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―12．8―12．4―11．9―12．2―12．0―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．6―49．4―1：01．8―1：13．7―1：25．9―1：37．9―1：49．7―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6
1
3
2，3－（4，9）（5，7）11（1，8）10，6
10（2，3）9（4，5，7）11，1（6，8）

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

勝馬の
紹 介

トーセンラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー 2010．11．7 京都1着

2008．4．21生 牡5黒鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image 16戦3勝 賞金 219，406，000円

04072 2月10日 晴 良 （25京都2）第6日 第12競走 ��
��1，200�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

714� サウンドガガ 牝4黒鹿55 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

470＋ 21：12．0 8．5�
36 テイエムシシオー 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 470－12 〃 クビ 19．1�
11 トップフライアー 牡4青鹿57 藤田 伸二井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 492＋ 61：12．21 9．7�
47 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 500± 0 〃 ハナ 12．7�
816 テンエイエスプリ 牡6栗 57 内田 博幸熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 492－ 8 〃 アタマ 3．9�
48 トーホウジャパン 牡5栗 57 酒井 学東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 500＋ 21：12．3	 52．7	
23 リュクスメジャー 牝4栗 55 熊沢 重文田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－121：12．72	 6．1

815
 トーホウペガサス 牡6鹿 57 幸 英明東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 504± 0 〃 ハナ 12．8�
35 フォースフル 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 490－ 61：13．02 75．5�
510 リッカコウユウ 牝7鹿 55 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 458－ 21：13．1� 78．7
612 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57 浜中 俊 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 528＋ 41：13．2クビ 8．4�
713 マイディアソング 牝5青鹿55 秋山真一郎有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 478＋ 41：13．62	 6．2�
59 � レスタービート �5栗 57 大山 真吾門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Dermot Cantillon

& Patrick Hayes B462＋121：14．13 159．8�
（兵庫）

611 メイショウフォロー 牡4鹿 57 石橋 守松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 472＋ 61：14．2	 115．0�
12 � ナイトアンジェロ 牡6青鹿57 石橋 脩山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership 512± 01：14．62	 41．2�
24 � ホークウォリアー �5鹿 57 福永 祐一林 正道氏 高野 友和 米 Destiny Oaks 512－ 21：14．81 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，065，700円 複勝： 72，978，600円 枠連： 49，775，300円
馬連： 150，298，500円 馬単： 79，982，600円 ワイド： 58，773，000円
3連複： 201，413，900円 3連単： 353，625，900円 計： 1，011，913，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 280円 � 410円 � 380円 枠 連（3－7） 3，240円

馬 連 �� 9，590円 馬 単 �� 16，990円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 1，450円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 38，670円 3 連 単 ��� 209，460円

票 数

単勝票数 計 450657 的中 � 42150（5番人気）
複勝票数 計 729786 的中 � 75032（4番人気）� 45206（8番人気）� 50247（7番人気）
枠連票数 計 497753 的中 （3－7） 11346（18番人気）
馬連票数 計1502985 的中 �� 11569（36番人気）
馬単票数 計 799826 的中 �� 3475（66番人気）
ワイド票数 計 587730 的中 �� 5963（33番人気）�� 10173（16番人気）�� 3843（44番人気）
3連複票数 計2014139 的中 ��� 3844（125番人気）
3連単票数 計3536259 的中 ��� 1246（656番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―46．9―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．3
3 ・（1，11）（4，14）9（3，15，13）12，5，10，16（2，7）6，8 4 ・（1，11）14（4，9）（3，15）13（5，12）（16，10，7）6，2，8

勝馬の
紹 介

�サウンドガガ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Phone Trick デビュー 2011．12．24 阪神6着

2009．5．3生 牝4黒鹿 母 Whistle Call 母母 Find Happiness 10戦3勝 賞金 23，810，000円
※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） 2頭 ノベンバーペガサス号・ピュアマリーン号
（非抽選馬） 3頭 アキノモーグル号・トキノゲンジ号・ヤマノサファイア号
※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。

４レース目



（25京都2）第6日 2月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

287，440，000円
6，050，000円
2，020，000円
26，310，000円
61，079，500円
5，047，800円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
468，168，000円
771，257，100円
297，755，300円
1，420，968，300円
843，692，700円
523，150，900円
1，802，237，100円
3，585，940，900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 9，713，170，300円

総入場人員 26，348名 （有料入場人員 24，449名）
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