
０４０３７ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５９ ヘリオスシチー 牡３鹿 ５６ C．ルメール �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５２＋ ４１：１３．２ ６．１�
（仏）

４８ ワンモアマイウエイ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４７８± ０１：１３．３� １．３�
２３ アスタークリス 牡３芦 ５６ 岩田 康誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４３６± ０１：１３．９３� １０．８�
５１０ タガノバッチグー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２１：１４．５３� １１．５�
３６ ホクセツテンシ 牝３芦 ５４ 下原 理平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ５０８＋ ４１：１４．６� １６．５�

（兵庫）

６１１ プレシャストップ 牡３黒鹿５６ 河北 通 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４８０± ０１：１４．８１� ９７．２	
７１４ ホッコーテイオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ５０４－ ４１：１４．９クビ １５５．４

１２ メイショウピレネー 牝３栗 ５４ 幸 英明松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４５６－ ２１：１５．１１� ２０４．２�
８１５ デンコウテンパイ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４１０－ ８１：１５．８４ ２１５．２
４７ テイエムフィーバー 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 様似 �村 伸一 ４３８－ ２１：１５．９� ２４３．２�
３５ キセキサイチャン 牝３鹿 ５４ 田島 裕和武田 茂男氏 藤沢 則雄 鵡川 ムカワベルモ

ントファーム ４７０± ０１：１６．０クビ １９９．９�
６１２ ハイウイング 牝３鹿 ５４ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 田原橋本牧場 ４１４＋ ４ 〃 ハナ ６３．２�
８１６ テイエムミステリー 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 中島牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ １８６．１�
７１３ サイレントボス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小野 博郷氏 高木 登 新冠 赤石 久夫 ４５４－ ６１：１６．２� ３２１．０�
１１ ニホンピロボレー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 浦河 鵜木 唯義 B４２６－ ２１：１６．４１� ５０．５�
２４ スリーアイアン 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥星野 壽市氏 高松 邦男 日高 目黒牧場 ４５６± ０１：１７．２５ １６２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８０１，０００円 複勝： ５１，３２２，３００円 枠連： １５，４９１，７００円

普通馬連： ４９，１０５，４００円 馬単： ４５，７２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２０２，１００円

３連複： ６５，２９１，８００円 ３連単： １２４，０４２，０００円 計： ３８６，９７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １４０円 � １００円 � １９０円 枠 連（４－５） ２１０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ５００円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ５，４２０円

票 数

単勝票数 計 １７８０１０ 的中 � ２３００９（２番人気）
複勝票数 計 ５１３２２３ 的中 � ４２４３２（２番人気）� ３７８６５７（１番人気）� ２３５６７（４番人気）
枠連票数 計 １５４９１７ 的中 （４－５） ５６１６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９１０５４ 的中 �� １２４８９５（１番人気）
馬単票数 計 ４５７２１０ 的中 �� ３２２０５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２０２１ 的中 �� ３９７７１（１番人気）�� ６５３４（５番人気）�� ２２７４０（２番人気）
３連複票数 計 ６５２９１８ 的中 ��� ７１９８２（１番人気）
３連単票数 計１２４０４２０ 的中 ��� １６９０１（１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．７―１２．４―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．４―４７．８―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘリオスシチー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．２１ 阪神１２着

２００６．３．２４生 牡３鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 ニホンピロボレー号は，３コーナーから４コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 サチノユニヴァース号・サンライズゴールド号
※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。



０４０３８ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３３ カタンジャレ 牡３栗 ５６ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ４９８－ ２１：５６．１ ２．６�

５６ サクセスヒューゴー 牡３青鹿５６ 下原 理�嶋 哲氏 梅田 智之 新冠 タニグチ牧場 ５０２＋ ８１：５６．５２� １３．９�
（兵庫）

６７ シルクトマホーク 牡３栗 ５６ 藤田 伸二有限会社シルク安田伊佐夫 日高 ナカノファーム ４３０－ ２１：５６．８２ １６．５�
５５ ディアロックオン 牡３芦 ５６ C．ルメール�樽さゆり氏 矢作 芳人 新冠 タニグチ牧場 ４７８－ ６１：５６．９� ５．５�

（仏）

１１ トーセンピングス 牡３芦 ５６ 幸 英明島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５３４± ０１：５７．０クビ ３．９�
８１１ ケイアイコンジン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ６８．３	
６８ デンコウゼファー 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 B４５４＋ ２１：５７．８５ ４６．５

７９ サルヴェイション 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新ひだか 澤田 嘉隆 ４７２－ ２１：５８．８６ ２１．６�
７１０ ジャンジャン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４７８－ ５ 〃 クビ ９２．５
２２ ファンドリリーダー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４６６± ０１：５９．５４ ５３．４�
４４ リュクスール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠平井 卓也氏 清水 出美 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４４４± ０２：００．６７ ５．３�
８１２ オーミリュミエール 牝３栗 ５４ 熊沢 重文岩� 僖澄氏 福島 信晴 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４６４＋ ４２：０２．８大差 ２０２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，５４５，９００円 複勝： ２２，４８４，１００円 枠連： １３，１１６，９００円

普通馬連： ４１，８１４，６００円 馬単： ３４，８６８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６１９，５００円

３連複： ５８，７７０，５００円 ３連単： １０１，２６７，１００円 計： ３０１，４８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ３７０円 � ４９０円 枠 連（３－５） ４９０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ８６０円 �� ３，０１０円

３ 連 複 ��� ９，７６０円 ３ 連 単 ��� ３５，８１０円

票 数

単勝票数 計 １３５４５９ 的中 � ４１５０２（１番人気）
複勝票数 計 ２２４８４１ 的中 � ６６４９２（１番人気）� １２７０７（６番人気）� ９１４４（７番人気）
枠連票数 計 １３１１６９ 的中 （３－５） １９９７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１８１４６ 的中 �� １５６１４（８番人気）
馬単票数 計 ３４８６８６ 的中 �� ８５０６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６１９５ 的中 �� ５７２４（８番人気）�� ４５８５（９番人気）�� １２１５（２７番人気）
３連複票数 計 ５８７７０５ 的中 ��� ４４４４（３２番人気）
３連単票数 計１０１２６７１ 的中 ��� ２０８７（１１７番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１３．４―１２．４―１２．４―１３．０―１３．３―１３．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３８．５―５０．９―１：０３．３―１：１６．３―１：２９．６―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

カタンジャレ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ポリッシュパトリオット デビュー ２００８．１１．１５ 京都１８着

２００６．４．３生 牡３栗 母 カメリアイエロー 母母 オーキッドピンク ６戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミリュミエール号は，平成２１年３月８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０３９ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４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
１：２１．９

重

重

５１０ シンゼンオオジ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 戸川牧場 ５０４－ ２１：２６．６ ５．８�

８１５ ハードイチオー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三津田 一男氏 福永 甲 新冠 メイタイ牧場 ４７０± ０１：２６．７� ９．９�
２４ タイガースラム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 西園 正都 新冠 柏木 一則 ５４２－ ２１：２６．９１� １．６�
４８ ドリームクェーサー 牡３栗 ５６ 池添 謙一セゾンレースホース� 西浦 勝一 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋２８１：２７．１１ ５．８�
７１３ ウォーターイオレク 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４３０－ ６１：２７．５２� １０３．６�
６１１ アスカノラムセス 牡３栗 ５６ 小林 徹弥豊田 智郎氏 小原伊佐美 日高 大沢育成牧場 ４５０－ ２１：２８．１３� １０２．２�
８１６ オ ウ ハ 牝３芦 ５４ 幸 英明	協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４４８＋ ６１：２８．２クビ ３７．２

７１４ エーシンファステム 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅平井 宏承氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 ４７６－ ６１：２８．４１� ２１４．４�
２３ カレンランビエール 牡３黒鹿５６ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ １６．７�
３５ アドマイヤホーム 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 古賀 史生 浦河 辻 牧場 ４４６＋ ４１：２９．０３� １５５．７
１１ ヒルノカンクン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４８４－ ２１：２９．１� １３３．０�
５９ メイショウアスナロ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ５９．６�
６１２ ターンオーバー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀深見 敏男氏 田所 清広 浦河 高昭牧場 ４６６－ ２１：２９．２クビ ３５１．５�
３６ ディアキャンドル 牡３鹿 ５６ 下原 理ディアレスト 畠山 吉宏 浦河 赤田牧場 ４３８－ ４１：２９．３� ２２４．６�

（兵庫）

４７ ロングアイドル 牝３黒鹿 ５４
５２ △田中 克典中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ４２２－ ６１：２９．５１� ２７４．８�

１２ カ イ ラ ス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二蛭川 年明氏 岩元 市三 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４５６＋ ６１：３０．５６ ３３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９１７，２００円 複勝： ５１，９８５，３００円 枠連： １５，７３６，４００円

普通馬連： ４９，７５９，０００円 馬単： ４５，５４８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７０４，９００円

３連複： ６４，４３４，２００円 ３連単： １２２，６４４，３００円 計： ３８８，７２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（５－８） １，６１０円

普通馬連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� １０，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２０９１７２ 的中 � ２８４３１（３番人気）
複勝票数 計 ５１９８５３ 的中 � ３５５１３（３番人気）� ３４６６３（４番人気）� ３５９５６７（１番人気）
枠連票数 計 １５７３６４ 的中 （５－８） ７２５６（５番人気）
普通馬連票数 計 ４９７５９０ 的中 �� １４１５１（８番人気）
馬単票数 計 ４５５４８５ 的中 �� ７２５８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７０４９ 的中 �� ６３２５（６番人気）�� ２３０８９（１番人気）�� １８８９０（３番人気）
３連複票数 計 ６４４３４２ 的中 ��� ５４０５０（２番人気）
３連単票数 計１２２６４４３ 的中 ��� ８３７９（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３６．０―４８．２―１：００．６―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンゼンオオジ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１．１０ 中京３着

２００６．５．６生 牡３鹿 母 アッサンブレ 母母 フォーカルプレーン 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アサギリ号・エーシンゴーシュア号・クレージュハクユウ号
※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。



０４０４０ ２月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１京都２）第４日 第４競走 ��２，９３０�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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．６良・良

１１ � ヤマカツジェット 牡６栗 ６０ 佐久間寛志山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５２２＋ ２３：１５．９ ２．１�

２２ メルシーモンサン 牡４鹿 ５９ 高野 容輔永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５１４＋ ４３：１８．８大差 １０６．８�
６１０ スリーラスカル 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８２＋ ２３：１９．１１� ２．５�
６９ アンブレイカブル 牡４栗 ５９ 小坂 忠士芹澤 精一氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４３６＋ ４３：１９．４１� ２４．０�
４６ � マンノダイヤモンド 牝６栗 ５８ 今村 康成萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４５４－ ６３：１９．９３ １２．２�
５８ � メイショウコンボイ 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也松本 好雄氏 武 邦彦 三石 本桐牧場 ４９０＋ ６３：２０．３２� １６．７�
７１１ ハルノドトウー 牡５鹿 ６０ 柴田 大知	中山牧場 小島 茂之 浦河 中山牧場 B４９４－ ４３：２１．０４ ３１．０

８１３ トミケンブロード 牡４栗 ５９ 出津 孝一冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４５６－ ８３：２１．９５ ８９．４�
７１２�� セレスクラージュ 牡５栗 ６０ 林 満明岡 浩二氏 福永 甲 米

Lynch Bages, Peta-
luma Bloodstock &
Cobra Bloodstock

４５６＋ ２３：２３．９大差 １０３．７�
３４ オースミマーシャル 牡４鹿 ５９ 植野 貴也�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－１２ 〃 ハナ １２．２
８１４� クリノラブダンス 牝５黒鹿５８ 高井 彰大栗本 博晴氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 アタマ ２２５．８�
５７ テイエムマーチ 牡６鹿 ６０ 白坂 聡竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４７０－２２ 〃 アタマ ６６．８�
４５ チキリボーイ 牡４栗 ５９ 黒岩 悠西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０６± ０ （競走中止） ４２．３�
３３ � ワンダーフガタ 牡５鹿 ６０ 南井 大志山本 信行氏 領家 政蔵 三石 フクダファーム ５０８－ ４ （競走中止） １４０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５２０，０００円 複勝： １４，１７６，１００円 枠連： １４，８５４，１００円

普通馬連： ４２，４１３，０００円 馬単： ３６，２７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６７４，７００円

３連複： ５２，３３８，７００円 ３連単： １０２，６７８，５００円 計： ２８９，９２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １，１２０円 � １２０円 枠 連（１－２） １０，７９０円

普通馬連 �� １２，８８０円 馬 単 �� １９，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２７０円 �� １４０円 �� ３，１７０円

３ 連 複 ��� ８，３８０円 ３ 連 単 ��� ６６，９５０円

票 数

単勝票数 計 １３５２００ 的中 � ５１８５１（１番人気）
複勝票数 計 １４１７６１ 的中 � ４３５４０（１番人気）� １５０６（１０番人気）� ４２７０８（２番人気）
枠連票数 計 １４８５４１ 的中 （１－２） １０１６（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４２４１３０ 的中 �� ２４３２（２４番人気）
馬単票数 計 ３６２７２６ 的中 �� １４０９（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６７４７ 的中 �� １０８３（２４番人気）�� ３８４５８（１番人気）�� ７６８（３５番人気）
３連複票数 計 ５２３３８７ 的中 ��� ４６１１（２７番人気）
３連単票数 計１０２６７８５ 的中 ��� １１３２（１５８番人気）

上り １マイル １：４６．６ ４F ５１．０－３F ３８．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→�」
�
�
１－１０－（８，９）（１４，２，１３）１２－（１１，６）＝７－４＝５＝３
１－（１０，２）－８（９，６）１３，１１－（１２，１４）＝７＝４

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

勝馬の
紹 介

�ヤマカツジェット �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Woodman

２００３．４．２１生 牡６栗 母 クローネンウッド 母母 Mangala 障害：３戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ワンダーフガタ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため２周目２コーナーで競走中止。
チキリボーイ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため２周目６号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ペガサスファイト号・マルタカタキオン号・メイショウアンドレ号



０４０４１ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （ダート・右）

牝，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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３３ ヴェスティート 牝３黒鹿５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８ ―１：５７．９ ８．８�

４４ ピサノプリヴェ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ５００ ―１：５８．１１� １．９�
１１ マスターエンプレス 牝３栗 ５４ 小牧 太�ヤナガワ牧場 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４２２ ―１：５８．２クビ １０．０�
８１０ モスキャンピオン 牝３青鹿５４ 和田 竜二�辻牧場 岩元 市三 浦河 辻 牧場 ４７４ ―１：５８．６２� ５．７�
７７ スズカスコール 牝３栗 ５４ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６４ ―１：５９．３４ ４０．１�
７８ アラタマデジタル 牝３栗 ５４ 石橋 守荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４０２ ―２：００．１５ ６４．３�
２２ ベルモントミント 牝３青鹿５４ 川田 将雅 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４９４ ―２：０１．４８ １０．８	
５５ フェリキタース 牝３鹿 ５４ 橋本 美純礒川 正明氏 大根田裕之 新ひだか 嶋田牧場 ４７２ ― 〃 アタマ ８．２

８９ テイエムテキーラ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４５０ ―２：０２．７８ １０．８�

（９頭）
６６ ヤマニンライラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，４１３，０００円 複勝： １７，８２８，３００円 枠連： １１，５５４，９００円

普通馬連： ３６，２８３，６００円 馬単： ３６，９９７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，０２２，５００円

３連複： ４４，４７４，０００円 ３連単： １０１，５６５，３００円 計： ２７４，１３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（３－４） ８８０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ９００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� １４，５８０円

票 数

単勝票数 計 １３４１３０ 的中 � １２０９０（４番人気）
複勝票数 計 １７８２８３ 的中 � １４８５８（５番人気）� ５８２８５（１番人気）� １６２３８（４番人気）
枠連票数 計 １１５５４９ 的中 （３－４） ９７５３（５番人気）
普通馬連票数 計 ３６２８３６ 的中 �� ２４９８６（５番人気）
馬単票数 計 ３６９９７８ 的中 �� ９６８４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２０２２５ 的中 �� ８６１２（４番人気）�� ２９８８（１５番人気）�� ８９４０（３番人気）
３連複票数 計 ４４４７４０ 的中 ��� １４３７７（１０番人気）
３連単票数 計１０１５６５３ 的中 ��� ５１４１（５５番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．１―１３．４―１３．４―１３．１―１３．４―１３．６―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３８．０―５１．４―１：０４．５―１：１７．９―１：３１．５―１：４４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．０
１
３
９，１０－２，４，３（１，７，８）＝５
９，１０－（２，４）３－１，７，８－５

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

勝馬の
紹 介

ヴェスティート �

父 シンボリクリスエス �


母父 Sadler’s Wells 初出走

２００６．４．１８生 牝３黒鹿 母 シャルウォーカミーズ 母母 Sequel １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ヤマニンライラ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※アラタマデジタル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０４０４２ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

２２ デ セ ー ル 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二太田 美實氏 河内 洋 静内 藤原牧場 ４６４ ―１：３６．４ ２．２�

４４ サワノパンサー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４０ ―１：３６．５� ４．２�
５６ アドマイヤシェルパ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８８ ―１：３７．２４ ９．６�
６８ ポエットロリエット 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 飯田 雄三 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４ ―１：３７．４１� ３９．９�
７１１ ドロップミアライン 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０ ― 〃 ハナ ３２．４�
５７ クレバートウショウ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田	 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５０２ ―１：３７．５クビ １１．１

８１２ テキサスコマンド �３黒鹿５６ 和田 竜二吉田 和美氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４３８ ― 〃 クビ ５８．７�
３３ シルクナイスガイ 牡３青鹿５６ 下原 理有限会社シルク作田 誠二 三石 タツヤファーム ４４８ ―１：３７．８１� １４７．８�

（兵庫）

１１ トーホウアレス 牡３黒鹿５６ 福永 祐一東豊物産 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５４ ―１：３８．５４ ７．４�

８１３ デンコウファイト 牡３芦 ５６
５３ ▲田村 太雅田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ５０２ ― 〃 アタマ １９５．３�

４５ シェルシュミディ 牝３栗 ５４ C．ルメール 諸江 幸祐氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３８．７１� ７．７�
（仏）

７１０ ディアハニー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４１０ ―１：３９．０１� １４５．３�
６９ アイファーアイリス 牝３鹿 ５４

５２ △田中 克典中島 稔氏 福永 甲 日高 荒木牧場 ４３０ ―１：３９．１	 ３２５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，２９１，０００円 複勝： ２３，３２２，８００円 枠連： １５，６９４，９００円

普通馬連： ４５，３４９，０００円 馬単： ４２，３７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０１７，０００円

３連複： ５１，５４５，５００円 ３連単： １０８，９２８，４００円 計： ３２２，５２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ３００円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ４１０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２９１０ 的中 � ７４９９９（１番人気）
複勝票数 計 ２３３２２８ 的中 � ６５８５０（１番人気）� ３７３９１（３番人気）� ２１５８２（６番人気）
枠連票数 計 １５６９４９ 的中 （２－４） ３９０６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５３４９０ 的中 �� ８６１３１（１番人気）
馬単票数 計 ４２３７５５ 的中 �� ４４１２１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０１７０ 的中 �� ２２５７７（１番人気）�� ８４１０（５番人気）�� ５３６３（８番人気）
３連複票数 計 ５１５４５５ 的中 ��� ３４８６６（３番人気）
３連単票数 計１０８９２８４ 的中 ��� ２４８６４（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．３―４８．６―１：００．９―１：１３．０―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ セ ー ル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Green Desert 初出走

２００６．３．２２生 牝３鹿 母 テンザンデザート 母母 スプリンターキャット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 アドマイヤシェルパ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 サワノパンサー号の騎手池添謙一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（６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または施行団体名を表示している。



０４０４３ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

３５ ケイアイテンジン 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７０－ ８１：２５．５ ２．３�

４７ ドクターラオウ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５２０－ ６ 〃 クビ ３．０�
５９ � エーシンマダムジー 牝３栗 ５４ 四位 洋文平井 宏承氏 松元 茂樹 米 Winches-

ter Farm ４６２－ ６１：２５．７１� ４４．５�
２３ シルクフォーチュン 牡３鹿 ５６ C．ルメール 有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５２＋ ６１：２５．９１� ３１．１�

（仏）

１１ マルカベンチャー 牡３栗 ５６ 角田 晃一河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：２６．１１� ８．６�
４８ ダンツフロント 牡３鹿 ５６ 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 静内 飛野牧場 ５４２－ ２１：２７．２７ ２８．８�
６１１ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅	アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５０２± ０１：２７．７３ １７０．３


７１４ カシノヘラクレス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４５６± ０ 〃 アタマ ２５８．６�
８１５ メイショウタカチホ 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典松本 好雄氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４６２－ ４１：２８．０２ １６５．６�
２４ � フィールドチャペル 牡３青 ５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４９８－ ２１：２８．１� ２７．１
８１６ コ ス モ オ ー 牡３栗 ５６ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５２８－ ４１：２８．５２� ８．８�
７１３ ボーカリスト 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：２８．６� ５１．０�
６１２	 スイッチスタイル 牡３鹿 ５６ 下原 理梅津 公洋氏 栗林 徹治 浦河 高橋 実 B４３２－１３１：２８．７� ３３８．９�

（兵庫） （兵庫）

３６ タマモトワイライト 
３栗 ５６ 小林 徹弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ２７．７�
１２ ナ イ ジ ェ ラ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４７４－ ６１：２８．８クビ ２０．８�
５１０ キングスウィープ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士増田 陽一氏 蛯名 信広 新ひだか 築紫 洋 ４４２± ０１：２９．２２� ９７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６２７，６００円 複勝： ３７，１４７，７００円 枠連： ２２，９１５，０００円

普通馬連： ７９，５２４，３００円 馬単： ６２，４４３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６４２，５００円

３連複： ９３，３９７，１００円 ３連単： １８３，０１０，５００円 計： ５３２，７０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ６００円 枠 連（３－４） ２８０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� １，２５０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� ６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２５６２７６ 的中 � ８９５４０（１番人気）
複勝票数 計 ３７１４７７ 的中 � １０７８９６（１番人気）� １０２１８７（２番人気）� ８３６６（１０番人気）
枠連票数 計 ２２９１５０ 的中 （３－４） ６２２５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９５２４３ 的中 �� ２１３８９３（１番人気）
馬単票数 計 ６２４４３４ 的中 �� ８８０８２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６４２５ 的中 �� ７９７４１（１番人気）�� ４１４５（１７番人気）�� ５１７１（１２番人気）
３連複票数 計 ９３３９７１ 的中 ��� ２６７８４（７番人気）
３連単票数 計１８３０１０５ 的中 ��� ２００４８（１６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．７―１２．２―１２．８―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．８―３４．５―４６．７―５９．５―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．８
３ １６，１０（４，５）（１，３，７）（８，１３）－（２，６，１５，９）－（１１，１４）＝１２ ４ １６，５（４，７）１（１０，３，８）９，２，６（１３，１４）（１１，１５）＝１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイアイテンジン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１着

２００６．２．２３生 牡３栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エルチョコレート号・プライムパレス号・ワールドワイド号
※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。



０４０４４ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１２ マイサイドキック 牡４栗 ５６ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５１２－ ２１：４８．２ ２８．３�

８１３ アドマイヤサンサン 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：４８．３� ４．４�
５６ メイショウゲンジ 牡６栗 ５７

５５ △田中 克典松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５３４＋ ２１：４８．４� ８．０�
４４ 	 サザンギャラクシー 牡４鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket

Pty Ltd ５１０－ ２ 〃 クビ ２．９�
５７ 	 ナミダガキラリ 牝４栗 ５４ C．ルメール 小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４４８＋ ４１：４８．６１
 ６．４�

（仏）

７１１ ショウナンライジン 牡５芦 ５７ 藤田 伸二国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０２－１０１：４８．８１� ９．４�

３３ 	 ゼットスピール �４栗 ５６ 川田 将雅�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett B４８４－ ４１：４８．９クビ ３５．２	
７１０� ケイエスユリ 牝５栗 ５５ 幸 英明キヨシサービス
 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ ６２．６�
２２ ディープキッス 牝４鹿 ５４ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４４０＋１２１：４９．０� ７．９�
１１ � タガノアサヒ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８＋ ５１：４９．３２ ４８．１
４５ � ワイズプロローグ 牝４鹿 ５４ 下原 理�イクタ 浜田 光正 池田 高橋 正三 ４５８－ ４１：４９．５１ ２２９．３�

（兵庫）

６９ グ ル ー オ ン 牡４鹿 ５６ 四位 洋文池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４８２－ ２１：５０．１３� １７．２�
６８ アジアンホープ 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥廣村 茂一氏 目野 哲也 静内 フジワラフアーム ４６０－ ２１：５０．２クビ ９１．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，５９５，９００円 複勝： ３２，４５１，７００円 枠連： ２２，１４４，４００円

普通馬連： ７２，４８４，２００円 馬単： ５２，１２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０３６，２００円

３連複： ８６，２７９，６００円 ３連単： １５５，６４３，３００円 計： ４６４，７５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８３０円 複 勝 � ５７０円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（８－８） ７，６１０円

普通馬連 �� ７，０９０円 馬 単 �� １７，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８５０円 �� ３，１９０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １４，５５０円 ３ 連 単 ��� １２２，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２０５９５９ 的中 � ５７３８（８番人気）
複勝票数 計 ３２４５１７ 的中 � １２４０７（８番人気）� ５７８６５（２番人気）� ２９５３５（６番人気）
枠連票数 計 ２２１４４４ 的中 （８－８） ２１４９（２１番人気）
普通馬連票数 計 ７２４８４２ 的中 �� ７５５３（２４番人気）
馬単票数 計 ５２１２１０ 的中 �� ２２１２（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０３６２ 的中 �� ２９９５（２３番人気）�� １７０８（３４番人気）�� ９４１７（７番人気）
３連複票数 計 ８６２７９６ 的中 ��� ４３７７（４６番人気）
３連単票数 計１５５６４３３ 的中 ��� ９３９（３４６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．５―１２．３―１２．４―１２．０―１１．８―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．６―４７．９―１：００．３―１：１２．３―１：２４．１―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイサイドキック �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ニ ゾ ン デビュー ２００７．６．１６ 阪神２着

２００５．４．２２生 牡４栗 母 アスターレディー 母母 ランキートウシヨウ ２４戦２勝 賞金 ２１，９００，０００円
※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。



０４０４５ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

き づ が わ

木 津 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．２．９以降２１．２．１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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

１１ ダンツホウテイ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６２－ ２１：３５．２ １．６�

６６ スパニッシュソウル 牝６鹿 ５２ 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６８＋ ４１：３５．４１� １９．２�
７９ コパノオーシャンズ 牝５黒鹿５１ 下原 理小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４０６± ０１：３５．５� ４１．１�

（兵庫）

８１０ ゴッドスマイルユー 牡６芦 ５６ 福永 祐一中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６８＋ ４ 〃 クビ ６．６�
７８ � ウィズディクタット 牡５青鹿５５ 藤岡 佑介加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９４± ０ 〃 ハナ １７．１�
２２ テ キ ー ラ 牡４鹿 ５４ 岩崎 祐己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４６６± ０１：３５．７１ ５．９�
８１１ サイレンスゴールド 	８青鹿５３ 幸 英明山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも えりも農場 ４９０＋ ４１：３５．９１� ４４．２	
６７ スズカローズマリー 牝６栗 ５０ 田村 太雅永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４３８＋ ６１：３６．１１� １３５．７

４４ � エイシンインパール 牡７芦 ５４ 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５３０＋１０１：３６．３１ ８．２�
５５ ショウナンサリーレ 牝６青 ５０ 船曳 文士�湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８０± ０１：３６．５１� １０３．７
３３ アメイジングベガ 牝４鹿 ５０ 竹之下智昭杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ５０４－ ２１：３６．８２ ８３．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２９，７４０，０００円 複勝： ７１，８７５，７００円 枠連： ２５，０５１，１００円

普通馬連： １０４，５１９，８００円 馬単： ９０，３７８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２７７，９００円

３連複： １１７，０６４，９００円 ３連単： ３４１，９５８，６００円 計： ８１１，８６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４００円 � ８１０円 枠 連（１－６） １，１４０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ８８０円 �� ４，３１０円

３ 連 複 ��� １０，５９０円 ３ 連 単 ��� ２７，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２９７４００ 的中 � １４９０５２（１番人気）
複勝票数 計 ７１８７５７ 的中 � ４５３１０８（１番人気）� ２１８４７（５番人気）� ９５７６（８番人気）
枠連票数 計 ２５０５１１ 的中 （１－６） １６２５０（５番人気）
普通馬連票数 計１０４５１９８ 的中 �� ６２４４０（４番人気）
馬単票数 計 ９０３７８１ 的中 �� ４２３４６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２７７９ 的中 �� １４５２７（４番人気）�� ８８４６（１０番人気）�� １６７３（３３番人気）
３連複票数 計１１７０６４９ 的中 ��� ８１６３（３１番人気）
３連単票数 計３４１９５８６ 的中 ��� ９０７１（８１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．２
３ ８－７，１，６－（３，９）（２，１０）（１１，５）４ ４ ８（７，１）６（３，９）（２，１０）（１１，５，４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツホウテイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．２．２ 東京３着

２００５．４．２８生 牡４黒鹿 母 グランスオークス 母母 Dry Fly １３戦３勝 賞金 ５７，６７２，０００円
※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。



０４０４６ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

かしはら

橿原ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１４ サンエムパーム 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５３０－ ６１：１１．３ ５．８�

８１５ スリーアリスト 牡４栗 ５７ 小牧 太永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４７２± ０１：１１．５１� ２．９�
５８ ア ナ モ リ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４１６－ ４１：１１．７１� ８．３�
６１１	 イリューシブネス 牡６栗 ５７ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden

& Dan Considine ４８０－ ４ 〃 ハナ ２５．８�
６１０ ミッキーフォルテ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５３４＋ ２１：１１．９１� １４．７�
３５ 
 クイックリープ 牡４栗 ５７ 和田 竜二松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ２４．９�
５９ インプルーヴ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 ５４２＋ ４１：１２．０クビ ４．８	
４７ グリーンアラモード 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５６６－ ２ 〃 ハナ ９０．８

４６ 	 エーシンドゥベター 牡４青鹿５７ 福永 祐一平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４９４－ ６１：１２．３２ ２１．０�
７１２	 アントニオマグナム 牡８鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

B５１０－ ２１：１２．４クビ １９．４�
７１３
 ゴッドヘイロー 牡９青鹿５７ 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１６－ ４１：１２．５� ２１７．９
３４ 	 アグネスカルミア 牝５黒鹿５５ C．ルメール 渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４８４＋ ８１：１２．６� ９．１�

（仏）

２３ 	 セイウンプレジャー 牡７鹿 ５７ 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 米
Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

５００＋ ４ 〃 ハナ ２７．７�
２２ カシノエスケイプ 牝６栗 ５５ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０８－ ４１：１２．７クビ ２２０．４�
１１ タガノエスペランサ 牡６鹿 ５７ 角田 晃一八木 昌司氏 中尾 秀正 新冠 越湖牧場 ４６４＋１６１：１４．０８ １５３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，３１６，１００円 複勝： ５９，６１２，５００円 枠連： ５１，８２６，２００円

普通馬連： １９１，８０４，４００円 馬単： １１８，７１７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３３４，１００円

３連複： ２１９，３２７，７００円 ３連単： ４４０，６２７，７００円 計： １，１７２，５６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（８－８） １，０３０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７３０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� １４，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４０３１６１ 的中 � ５５３０１（３番人気）
複勝票数 計 ５９６１２５ 的中 � ９４６４３（２番人気）� １３８５３２（１番人気）� ５７８３８（４番人気）
枠連票数 計 ５１８２６２ 的中 （８－８） ３７２２８（４番人気）
普通馬連票数 計１９１８０４４ 的中 �� １３７３３１（２番人気）
馬単票数 計１１８７１７９ 的中 �� ３７３３４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０３３４１ 的中 �� ３３２９６（１番人気）�� １６２１４（６番人気）�� ２３３０７（４番人気）
３連複票数 計２１９３２７７ 的中 ��� ６５９６３（４番人気）
３連単票数 計４４０６２７７ 的中 ��� ２１７４７（１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１１．７―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．３―４６．０―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．０
３ １２，１４，１１（４，６，１３）（５，７）（１０，９）（１，３，１５）－２，８ ４ １２，１４，１１（４，６，１３）（５，７）（１０，９）（３，１５）１（２，８）

勝馬の
紹 介

サンエムパーム �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００６．８．５ 小倉２着

２００３．４．１２生 牡６黒鹿 母 サンエムエンプレス 母母 サンエムフオーマ １７戦５勝 賞金 ７７，３５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



０４０４７ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第１４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，２０．２．９以降２１．２．１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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００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

４８ アーバンストリート 牡５芦 ５４ 福永 祐一後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５２＋ ２１：０８．５ １２．５�

２４ ソルジャーズソング 牡７栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５２０＋ ６１：０８．７１� １０．３�
５９ � モルトグランデ 牡５鹿 ５４ 藤田 伸二櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４８８＋ ６ 〃 アタマ ８．０�
３５ ヘイローフジ 牝６栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ １７．７�
８１５� サープラスシンガー 牡５鹿 ５６ 四位 洋文青木 基秀氏 宗像 義忠 米 MGG

Holdings ５５４＋ ２１：０８．８クビ ６．９�
２３ サンダルフォン 牡６鹿 ５３ 秋山真一郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４２＋１８１：０８．９� ９４．６�
６１１� コ ス モ ベ ル 牝５鹿 ５３ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４６０＋ ４１：０９．０クビ ８．９	
４７ マチカネハヤテ 牝４鹿 ５１ 田中 克典細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：０９．１� ２４．８

１１ タケデンノキボー 牡８鹿 ５３ 大庭 和弥武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５１０－ ６１：０９．２� ３５．４�
３６ プレミアムボックス 牡６鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５２６± ０１：０９．３� ２８．４�
７１４ タマモホットプレイ 牡８栗 ５５ 熊沢 重文タマモ 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ５５．８�
１２ コパノフウジン 牡７栗 ５３ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６６＋１０１：０９．４クビ ３８．６�
８１６ アポロフェニックス 牡４黒鹿５３ 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９４＋ ２ 〃 ハナ １７．９�
６１２ スプリングソング 牡４青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：０９．６１	 ４．９�
５１０ ウエスタンダンサー 牝５鹿 ５６ 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ ４．９�
７１３ アイルラヴァゲイン 牡７鹿 ５７ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５１０＋ ４１：１０．４５ ３６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０３，０７７，０００円 複勝： １４０，４５８，９００円 枠連： １４０，０３７，９００円

普通馬連： ７５０，８０６，９００円 馬単： ３７６，８１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６８，３６７，８００円

３連複： ８８１，９４４，６００円 ３連単： １，８７７，５８５，３００円 計： ４，４３９，０８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ４１０円 � ３９０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ３，８００円

普通馬連 �� ５，２００円 馬 単 �� １１，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� １，４５０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� １４，６９０円 ３ 連 単 ��� ９１，０４０円

票 数

単勝票数 計１０３０７７０ 的中 � ６５３９０（７番人気）
複勝票数 計１４０４５８９ 的中 � ８９７５２（７番人気）� ９３６５９（６番人気）� １２２６６９（４番人気）
枠連票数 計１４００３７９ 的中 （２－４） ２７２１０（１７番人気）
普通馬連票数 計７５０８０６９ 的中 �� １０６７５７（２４番人気）
馬単票数 計３７６８１０２ 的中 �� ２５０３９（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６８３６７８ 的中 �� ２５３１０（１９番人気）�� ２８７５９（１５番人気）�� ２８２２２（１６番人気）
３連複票数 計８８１９４４６ 的中 ��� ４４３２３（５３番人気）
３連単票数 計１８７７５８５３ 的中 ��� １５２２１（３１４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１０．９―１１．０―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３３．６―４４．６―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．９
３ １５（７，１３）（２，１０，１６，１２）６（４，９，１１，１４）－８，５，１，３ ４ １５（７，１３）（２，１０，１６，１２）１１（６，９，１４）４（１，８）５，３

勝馬の
紹 介

アーバンストリート �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．８．１３ 小倉１着

２００４．４．４生 牡５芦 母 タイキクリスティー 母母 Certain Secret ２１戦６勝 賞金 １２６，７１５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 ウインレックス号・コレデイイノダ号・サイキョウワールド号・ゼットフラッシュ号・セトノゼディタブ号・

ダイショウジェット号・テンイムホウ号・ニシノマナムスメ号



０４０４８ ２月８日 晴 良 （２１京都２）第４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 １０，５００，０００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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

５８ ポーカーフェイス 牡５栗 ５７ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ６１：５４．０ ６．１�

７１２ マルブツフラッシュ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５１２＋ ６１：５４．２１� ４．０�
４６ � キープウイニング 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム B５０４－ ６ 〃 クビ ８０．８�
８１４ タンゴノセック 牡５鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川フアーム ４８０± ０１：５４．５１� ３０．８�
３３ アグネスラナップ 牡４青 ５６ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４９８＋ ４ 〃 クビ １４．９�
７１１� シルクストライカー 牡５青鹿５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 新冠 グリー牧場 B４５４－ ２ 〃 アタマ １７．５�
８１３ インプレスゴールド 牝５栗 ５５ 和田 竜二下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３６－ ８１：５４．６� １８．７	
６１０ オシャレキング 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４８４± ０１：５４．７クビ ７．４

２２ ルアシェイア 牝５黒鹿５５ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４－ ２ 〃 クビ １１．５�
３４ ニットウサラン 牝６鹿 ５５ 幸 英明�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４７０－ ８１：５４．９� １０１．４�
４５ ゼンノモナルカ 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４７４＋ ４ 〃 クビ １０．６
１１ ウォーターダッシュ 牡７黒鹿５７ 小牧 太山岡 良一氏 庄野 靖志 門別 松平牧場 ５３２－１０１：５５．０クビ ３．９�
５７ トラストブラック 牡７栗 ５７ 石橋 守菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５４－ ４１：５５．６３� ７８．１�
６９ メイショウラダック 牡４栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ２１：５５．７� ３５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，８８８，６００円 複勝： ４８，５７２，６００円 枠連： ４４，３２０，０００円

普通馬連： １８８，１２１，３００円 馬単： １１１，４６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，３１９，６００円

３連複： ２０５，６０８，４００円 ３連単： ４６５，９２６，８００円 計： １，１４９，２１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � １，６７０円 枠 連（５－７） ８１０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ５，３３０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� ３５，０９０円 ３ 連 単 ��� １４８，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３５８８８６ 的中 � ４６６２４（３番人気）
複勝票数 計 ４８５７２６ 的中 � ５１２８６（３番人気）� ９５３４４（１番人気）� ５６８１（１３番人気）
枠連票数 計 ４４３２００ 的中 （５－７） ４０５６２（２番人気）
普通馬連票数 計１８８１２１３ 的中 �� １２６５８３（２番人気）
馬単票数 計１１１４６０８ 的中 �� ３３０７３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９３１９６ 的中 �� ２８４４６（２番人気）�� ２１５３（５７番人気）�� ２７５９（４９番人気）
３連複票数 計２０５６０８４ 的中 ��� ４３２５（１１０番人気）
３連単票数 計４６５９２６８ 的中 ��� ２３１７（４７５番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．１―１３．０―１２．８―１２．６―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．８―５０．８―１：０３．６―１：１６．２―１：２８．７―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポーカーフェイス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．４．８ 福島６着

２００４．３．２生 牡５栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー １６戦４勝 賞金 ５８，８２６，０００円



（２１京都２）第４日 ２月８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５頭 本 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

２５７，０８０，０００円
２１，８５０，０００円
１，７５０，０００円
２６，４３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，５００，０００円
５，２３６，８００円
１，６３３，５００円

勝馬投票券売得金
３５４，７３３，３００円
５７１，２３８，０００円
３９２，７４３，５００円
１，６５１，９８５，５００円
１，０５３，７１５，４００円
４４３，２１８，８００円
１，９４０，４７７，０００円
４，１２５，８７７，８００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 １０，５３３，９８９，３００円

総入場人員 ２６，９１０名 （有料入場人員 ２５，７２７名）




