
０４０３７ ２月７日 晴 稍重 （２２京都２）第４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

３３ シルククラリティ 牝３黒鹿５４ 小牧 太有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４８０± ０１：５５．９ ３．０�

７１２ スプリングミント 牝３栗 ５４ 池添 謙一�日進牧場 鶴留 明雄 様似 スイートフアーム ４６２＋ ２１：５６．１１� １６．０�
４５ アルデュイナ 牝３鹿 ５４ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ２１：５６．３１� ８．０�
３４ マイネヴィント 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ６１：５６．６１� １０．８�
６１０ クリーンエメラルド 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ４．５�
８１３ メイショウサバト 牝３黒鹿５４ 田嶋 翔松本 好	氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４５２＋ ８ 〃 ハナ ３．０

５７ ノアスカーレット 牝３鹿 ５４ 浜中 俊佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 中神牧場 ４５６＋ ２１：５７．５５ ８１．０�
７１１ ハイプレイズ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 乾 皆雄 ４６０－１２１：５７．９２� ４５．８�
２２ ローブブランシュ 牝３芦 ５４ 木村 健エデンアソシエーション 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４２０± ０１：５８．２１� １８１．８

（兵庫）

８１４ スウィープイン 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫森本 悳男氏 矢作 芳人 厚真 ヒダカフアーム ４９４－ ２１：５８．５１� ５６．７�
（愛知）

４６ トワオンワード 牝３青鹿５４ 石橋 守樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４７２－ ４１：５８．９２� １６２．４�
６９ ラ イ モ ン ダ 牝３黒鹿５４ 幸 英明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６－ ６１：５９．１１ ２４２．６�
１１ マルサンマスカット 牝３栗 ５４ 藤田 伸二松井三千年氏 目野 哲也 新ひだか 増本 良孝 ４００＋ ２ 〃 クビ ７８．４�
５８ マースキッス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ２１：５９．３１� １３０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，１５６，８００円 複勝： １９，７３８，９００円 枠連： １０，６５５，２００円

普通馬連： ３６，２２９，８００円 馬単： ２７，７１１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１５３，２００円

３連複： ５２，６８３，２００円 ３連単： ８６，０６２，４００円 計： ２６０，３９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � ２２０円 枠 連（３－７） １，３００円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ３，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ４６０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ４，０８０円 ３ 連 単 ��� ２３，７００円

票 数

単勝票数 計 １２１５６８ 的中 � ３２２５７（１番人気）
複勝票数 計 １９７３８９ 的中 � ４６０７３（１番人気）� １０５３３（６番人気）� ２３５６２（４番人気）
枠連票数 計 １０６５５２ 的中 （３－７） ６０８７（７番人気）
普通馬連票数 計 ３６２２９８ 的中 �� １２０１１（９番人気）
馬単票数 計 ２７７１１６ 的中 �� ５９６９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１５３２ 的中 �� ４４９０（１０番人気）�� ８６８５（６番人気）�� ２１３８（１５番人気）
３連複票数 計 ５２６８３２ 的中 ��� ９５４７（１２番人気）
３連単票数 計 ８６０６２４ 的中 ��� ２６８０（７０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１３．７―１３．８―１３．２―１２．９―１２．５―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．８―５１．６―１：０４．８―１：１７．７―１：３０．２―１：４２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルククラリティ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Benny the Dip デビュー ２００９．１２．１３ 阪神３着

２００７．２．２８生 牝３黒鹿 母 シルクロマンス 母母 ラ ロ マ ン ス ４戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※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。



０４０３８ ２月７日 晴 稍重 （２２京都２）第４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

７１４ キョウエイカルラ 牝３栗 ５４ 浜中 俊田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６０－ ４１：１３．４ １．５�

６１１ トウショウヒーロー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１８－ ８１：１４．０３� ３．６�
４８ デルマプロティナ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４９４－ ８１：１４．７４ ６０．６�
８１６ ヴ ィ オ ニ エ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 山野牧場 ４４２－ ４１：１５．０１� ３１．８�

（伊）

７１３ ウィズインカチドキ 牡３鹿 ５６ 金折 知則内藤 耕造氏 福永 甲 新ひだか 原口フアーム ４６２＋ ４１：１５．１� ３３３．７�
５９ フェアリートゥリー 牝３栗 ５４ 和田 竜二�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４１６＋ ２ 〃 クビ １２．０	
３６ グランデメディコ 牡３栗 ５６ 小牧 太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 庄野牧場 ４６８－ ６１：１５．３１� ６２．６

１２ ロ ス マ リ ン 牝３鹿 ５４ 角田 晃一田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 ４５８－ ２１：１５．４クビ ７７．２�
２３ ク エ ー サ ー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 須貝 尚介 新ひだか 服部 牧場 ４９６－ ４１：１５．５� ２５．３�
２４ シゲルシゲザネ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４５６＋ ２１：１５．８１� ２４．１
３５ パワープレイズ 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉�まの 野元 昭 日高 高山 博 ４３４－ ２１：１６．７５ １９５．３�
６１２ エーシンヨシツネ 牡３栗 ５６ 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 �原 敏明 ４６６＋ ６１：１６．８� ３１．６�
１１ オーナーズアイ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文佐々木実子氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４２０－ ２ 〃 クビ １１０．５�
５１０ シゲルカネツグ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 畑端牧場 ４４８＋ ２１：１７．１２ ２１２．６�

（愛知）

８１５ アールザフェーム 牝３鹿 ５４ 石橋 守星野 良二氏 鹿戸 明 浦河 中脇 満 ４２８＋ ４１：１７．４１� ２５３．７�

（１５頭）
４７ クリーンダイアナ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行石橋 和夫氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，３１７，０００円 複勝： ４７，９９５，６００円 枠連： １２，７３３，７００円

普通馬連： ３８，５０７，８００円 馬単： ３６，９６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９４０，５００円

３連複： ５６，０２０，２００円 ３連単： １０３，９３５，３００円 計： ３３０，４１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ９１０円 枠 連（６－７） １９０円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� １，１３０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� ７，１４０円

票 数

単勝票数 差引計 １７３１７０（返還計 ５６） 的中 � ９３３９０（１番人気）
複勝票数 差引計 ４７９９５６（返還計 １３６） 的中 � ３１６６５７（１番人気）� ７９５３０（２番人気）� ３３３７（１０番人気）
枠連票数 差引計 １２７３３７（返還計 ７ ） 的中 （６－７） ４９６４２（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ３８５０７８（返還計 ７７８） 的中 �� １４８８６０（１番人気）
馬単票数 差引計 ３６９６０８（返還計 ４６７） 的中 �� ９０１３８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６９４０５（返還計 ２９７） 的中 �� ４８１３０（１番人気）�� ２７４５（１３番人気）�� １６１９（２０番人気）
３連複票数 差引計 ５６０２０２（返還計 １９４６） 的中 ��� １３８１７（８番人気）
３連単票数 差引計１０３９３５３（返還計 ３４４８） 的中 ��� １０７４９（１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．５―１２．７―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．０―３６．５―４９．２―１：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３６．９
３ １１，１４（４，６）１（８，１６）９，１３（３，１５）（１０，１２）５－２ ４ １１，１４（４，６）１（８，１６，１３）９（３，１２，１５）（５，２）１０

勝馬の
紹 介

キョウエイカルラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．１．２４ 京都２着

２００７．４．２９生 牝３栗 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔出走取消〕 クリーンダイアナ号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
※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７日 晴 稍重 （２２京都２）第４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

５５ オースミマリオン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４５８± ０１：５４．９ ２．７�

４４ サ イ カ ニ ア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７６± ０１：５５．２１� ２．７�
６８ ネオペンドラゴン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４９０± ０１：５６．２６ １６．２�
８１２ トウショウカズン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１８＋ ２１：５６．３� １２．８�
１１ メイショウシャイン 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７２＋ ４１：５６．５１� ４８．６�
７９ テイエムバイタル 牡３青鹿５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 的場牧場 B５０６＋ ４１：５６．６� ９．３	
２２ トライアンフウィル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 清広 浦河 富菜牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ４２．１

５６ カネトシビーンズ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 日高 田端牧場 ４４４－１２１：５７．７７ １８７．８�
８１１ フライングブイ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８－ ８１：５７．８� ７．０�

６７ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ４８６± ０１：５７．９クビ ２３．８
７１０ マコトダイダロス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊尾田左知子氏 川村 禎彦 様似 出口 繁夫 ４７６－ ８１：５８．２２ ６８．７�
３３ ラブアスコットー 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ４４６± ０１：５８．５１� ８８．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，９５８，９００円 複勝： ２４，５５６，８００円 枠連： １３，２００，６００円

普通馬連： ４０，１２２，４００円 馬単： ３４，２５９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０８２，６００円

３連複： ６１，６８８，６００円 ３連単： １１１，１６０，２００円 計： ３１９，０２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（４－５） ３１０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ７３０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ４，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４９５８９ 的中 � ４４１５３（２番人気）
複勝票数 計 ２４５５６８ 的中 � ７８０４５（１番人気）� ５５７０９（２番人気）� ９７１８（７番人気）
枠連票数 計 １３２００６ 的中 （４－５） ３１８９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０１２２４ 的中 �� １１４０３０（１番人気）
馬単票数 計 ３４２５９７ 的中 �� ４４１６３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０８２６ 的中 �� ４５７８０（１番人気）�� ５０７８（９番人気）�� ５３７６（８番人気）
３連複票数 計 ６１６８８６ 的中 ��� ３４５２４（４番人気）
３連単票数 計１１１１６０２ 的中 ��� １８１７３（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１３．２―１３．３―１３．３―１２．９―１２．６―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３７．５―５０．８―１：０４．１―１：１７．０―１：２９．６―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミマリオン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神１０着

２００７．４．１０生 牡３栗 母 ラインレジーナ 母母 シンコウエンジェル ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円



０４０４０ ２月７日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２２京都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３：１２．２良・良

６７ マッキーガリウム 牡４黒鹿５９ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６６＋ ２３：２０．０ ４９．８�

５５ シースピアー 牡４栗 ５９ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７６＋ ２３：２０．１クビ ２．６�
４４ スターフォワード 牡７栗 ６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４３：２０．５２� ２．８�
１１ マルサンリターン 牡５鹿 ６０ 難波 剛健松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム ４８４＋ ４３：２０．７１� ８９．３�
７１０� ビービーライナー 牡５黒鹿６０ 柴田 未崎�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４８８－ ６３：２０．９１� ４９．６�
７９ デンコウヨシキ 牡４栗 ５９ 岩崎 祐己田中 康弘氏 高橋 隆 様似 中脇 一幸 ４８０± ０３：２１．４３ １６３．０�
８１２ カシノダンク 牡６鹿 ６０ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ５２６＋ ６３：２１．７２ ６５．６	
５６ マッハジュウクン 牡８鹿 ６０ 西谷 誠鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７８－ ２３：２１．８� ４．９

３３ ツルマルビビッド 牡６鹿 ６０ 南井 大志鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４９２＋ ６３：２２．１２ ３５．４�
２２ カシノアマゾネス 牝６栗 ５８ 浜野谷憲尚柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４５４＋ ４ （競走中止） ２７．１�
６８ � トウカイロード 牡４鹿 ５９ 熊沢 重文内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９８＋ ６ （競走中止） ８．７
８１１ スズカダーク 牡７鹿 ６０ 小坂 忠士永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４７２＋１４ （競走中止） ２３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，９０６，５００円 複勝： １６，７６５，３００円 枠連： １３，８３９，９００円

普通馬連： ３０，５６４，２００円 馬単： ２７，６１１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５９７，１００円

３連複： ４９，４６０，９００円 ３連単： ９４，７７０，１００円 計： ２５９，５１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９８０円 複 勝 � ５８０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（５－６） ６８０円

普通馬連 �� ７，０６０円 馬 単 �� ２２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� １，６２０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 ��� ５１，９７０円

票 数

単勝票数 計 １２９０６５ 的中 � ２０４３（９番人気）
複勝票数 計 １６７６５３ 的中 � ４２７８（７番人気）� ３９３１１（２番人気）� ４８５０７（１番人気）
枠連票数 計 １３８３９９ 的中 （５－６） １５１９６（３番人気）
普通馬連票数 計 ３０５６４２ 的中 �� ３１９７（１９番人気）
馬単票数 計 ２７６１１４ 的中 �� ９０８（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５９７１ 的中 �� ２０４６（１１番人気）�� １６３０（１９番人気）�� ３０３７３（１番人気）
３連複票数 計 ４９４６０９ 的中 ��� １０９４７（７番人気）
３連単票数 計 ９４７７０１ 的中 ��� １３４６（１１３番人気）

上り １マイル １：４９．０ ４F ５２．３－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

�
�
・（７，６）（１，５）４（１０，９）（１２，３）
７－（４，５）（６，１，１０）（１２，９，３）

勝馬の
紹 介

マッキーガリウム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２００８．１１．２４ 京都９着

２００６．５．１１生 牡４黒鹿 母 マッキーハピネス 母母 カレンナバンダム 障害：４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔競走中止〕 スズカダーク号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

トウカイロード号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地後に，競走を中止した「スズカダーク」号に触れ，騎手が落馬したため
競走中止。
カシノアマゾネス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため１号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



０４０４１ ２月７日 晴 良 （２２京都２）第４日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

２４ ラフォルジュルネ 牝３鹿 ５４ 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 ４４４－ ４２：１６．４ ２．０�

７１３ ハリウッドスター 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９６－ ２２：１７．２５ １５．８�
５１０ セレナデスタン 牡３黒鹿５６ 木村 健島川 利子氏 松田 国英 新ひだか キヨミネ牧場 ４３０＋ ４２：１７．３� ２４０．４�

（兵庫）

７１４ コードゼット 牡３栗 ５６ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ２ 〃 ハナ １３．１�
６１２ ヤマニンエルブ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ８．４�
８１６ アドマイヤタイシ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ４．９�
６１１ イ ー グ ル 牡３栗 ５６ 秋山真一郎久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４７０± ０２：１８．０４ ３５．７	
５９ サンライズマジック 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ５２４＋ ６ 〃 アタマ ２３．９

８１５ マイネルハイラント 牡３栗 ５６ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ５０２＋ ２２：１８．４２� ９６．５�
（愛知）

３５ シゲルヒデヨシ 牡３黒鹿５６ 幸 英明森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ５２２± ０２：１８．５クビ ２１６．１
４８ サトノサウザー 牡３栗 ５６ M．デムーロ里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８２：１８．９２� ７．１�

（伊）

３６ ペプチドストーム 牡３黒鹿５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８６± ０２：１９．１１� １３８．０�
４７ シーラプソディー 牡３鹿 ５６ 小牧 太藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４３８－ ２２：１９．３１� ３１９．３�
１１ ニシノオフェンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４９４－ ６ 〃 ハナ ２６．２�
２３ テンシノウエルカム 牡３鹿 ５６ 上村 洋行杉谷 桝夫氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ４３８－ ６２：１９．８３ ３３４．１�
１２ エーティーボストン 牡３栗 ５６ 上野 翔荒木 徹氏 木原 一良 日高 門別牧場 ４５６± ０２：２１．３９ ３３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６７０，７００円 複勝： ３７，１７２，７００円 枠連： １７，８７６，１００円

普通馬連： ５３，２５５，７００円 馬単： ４１，５１５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０４１，２００円

３連複： ７６，５３９，３００円 ３連単： １３１，４７４，１００円 計： ４０５，５４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � ４，９００円 枠 連（２－７） ７６０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� １０，１２０円 �� ３７，６００円

３ 連 複 ��� １４７，４９０円 ３ 連 単 ��� ３６０，７００円

票 数

単勝票数 計 ２４６７０７ 的中 � １００５９２（１番人気）
複勝票数 計 ３７１７２７ 的中 � １３１７１２（１番人気）� ２４７１５（５番人気）� １２２１（１３番人気）
枠連票数 計 １７８７６１ 的中 （２－７） １７４１１（４番人気）
普通馬連票数 計 ５３２５５７ 的中 �� ２５０３２（５番人気）
馬単票数 計 ４１５１５５ 的中 �� １４０１０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０４１２ 的中 �� １００９１（６番人気）�� ５３８（５２番人気）�� １４４（８７番人気）
３連複票数 計 ７６５３９３ 的中 ��� ３８３（１５５番人気）
３連単票数 計１３１４７４１ 的中 ��� ２６９（５９０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．２―１３．４―１２．５―１２．８―１３．０―１２．３―１１．５―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．９―３７．１―５０．５―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．８―１：４１．１―１：５２．６―２：０４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．３
１
３

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

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

ラフォルジュルネ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kaldoun デビュー ２０１０．１．５ 京都３着

２００７．１．１３生 牝３鹿 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔騎手変更〕 テンシノウエルカム号の騎手赤木高太郎は，第１回中京競馬第５日第９競走での落馬負傷のため上村洋行に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シルクマッドネス号・ストームオーシャン号・メイショウリベット号
※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。



０４０４２ ２月７日 晴 良 （２２京都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

４５ ヤマニンソルファ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９６ ―１：３６．７ １４．４�

３３ アマルフィターナ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：３６．８� ５．０�
６１０ サクラシリアス 牡３鹿 ５６ 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４５６ ― 〃 ハナ ２．９�
１１ ユメノカケハシ 牝３青鹿５４ 四位 洋文諸江 幸祐氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：３７．０１� ５．１�
７１１ マックスドリーム 牡３青鹿５６ 和田 竜二山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５２４ ― 〃 アタマ ２２．３�
８１３ キ イ レ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 富田牧場 ４５２ ―１：３７．２１� １７．８	
４６ ジェンティール 牝３栗 ５４ 木村 健吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４１２ ― 〃 ハナ ８０．３


（兵庫）

５７ ブレードランナー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己松本 兼吉氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 ４９２ ―１：３７．４１� ４．８�
７１２ ジョウショービジン 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 ４３２ ―１：３７．７２ ２１６．３�
２２ アグネスソレイユ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３７．８� １２．４
８１４ ワイルドスマイル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文小川 勲氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４３４ ―１：３７．９� １０１．３�
６９ サンレイキャロル 牝３芦 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４７４ ―１：３８．０� １１６．６�
３４ マルタカオペラ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�橋まゆみ氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 ４３４ ―１：３９．０６ １１１．５�
５８ ウエストヒル 	３鹿 ５６ M．デムーロ西村 專次氏 飯田 雄三 浦河 岡本 昌市 ４０８ ―１：３９．９５ ６０．８�

（伊）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，１１０，４００円 複勝： ２４，０２５，３００円 枠連： １１，６５１，０００円

普通馬連： ４４，２８４，１００円 馬単： ３２，４４２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５５６，７００円

３連複： ５７，８０５，１００円 ３連単： ９０，５２６，６００円 計： ２９５，４０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（３－４） ３，７００円

普通馬連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ８，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ７００円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� ３３，５９０円

票 数

単勝票数 計 １８１１０４ 的中 � ９９４５（６番人気）
複勝票数 計 ２４０２５３ 的中 � １８６８８（６番人気）� ２８８６０（４番人気）� ５３８８３（１番人気）
枠連票数 計 １１６５１０ 的中 （３－４） ２３２９（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４４２８４１ 的中 �� ９４７１（１８番人気）
馬単票数 計 ３２４４２２ 的中 �� ２９１４（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５５６７ 的中 �� ３４３１（１８番人気）�� ５７９４（７番人気）�� １０２８９（３番人気）
３連複票数 計 ５７８０５１ 的中 ��� １２１６３（１２番人気）
３連単票数 計 ９０５２６６ 的中 ��� １９８９（１２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３５．７―４８．３―１：０１．０―１：１３．２―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンソルファ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００７．２．２７生 牝３鹿 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



０４０４３ ２月７日 晴 良 （２２京都２）第４日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

５７ キ ラ ウ エ ア 牡３黒鹿５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５４．０ ９．９�

５６ アドマイヤプレミア 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４０６± ０ 〃 クビ ４８．２�
７１１ シルクフィーリング 牡３鹿 ５６ 小牧 太有限会社シルク音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B５１８± ０１：５４．２１� ９．４�
４５ エリモサプライズ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５２８± ０１：５４．３� ４４．４�
６９ オースミイレブン 牡３芦 ５６ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ４９２－ ６１：５４．４クビ １．３�
２２ コウユーヒーロー 牡３青 ５６ 浜中 俊加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４９２－１０１：５５．０３� ７１．１�
４４ マジェスティバイオ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠バイオ� 藤原 英昭 平取 清水牧場 B４８６＋ ４１：５５．１� ７．４	
８１３ ロングカムイ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ５４０＋ ４１：５５．２クビ １７．９

１１ タガノキャプテン 牡３栗 ５６ 幸 英明八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８＋ ８１：５５．４１� ６３．９�
６８ 	 マサノディフィート 牡３青鹿５６ 木村 健中村 正子氏 曽和 直栄 浦河 木戸口牧場 ４６４－ ２１：５６．２５ １８６．１�

（兵庫） （兵庫）

８１２ アキノフライ 牝３鹿 ５４
５１ ▲大下 智穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４２８－ ４１：５６．７３ １２５．８

３３ オーミフォレスト 牡３栗 ５６ 田島 裕和岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 清水 克則 ４７０－ ８１：５７．４４ １４５．３�
７１０	 ダイキンボシ 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 日高 加藤牧場 B５００－ ５１：５７．６１ １６５．６�

（愛知） （愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，７５８，６００円 複勝： ７５，０１０，３００円 枠連： １８，５６５，７００円

普通馬連： ５３，７１２，８００円 馬単： ５７，４６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８３４，０００円

３連複： ８３，４０９，８００円 ３連単： １８８，１９２，８００円 計： ５２８，９４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ５００円 � １，７４０円 � ６６０円 枠 連（５－５） ６，８３０円

普通馬連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� １，０４０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� ２２，９２０円 ３ 連 単 ��� １５３，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２８７５８６ 的中 � ２３０２９（４番人気）
複勝票数 計 ７５０１０３ 的中 � ４１７０７（３番人気）� １０６４６（７番人気）� ３０６２２（４番人気）
枠連票数 計 １８５６５７ 的中 （５－５） ２００９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ５３７１２８ 的中 �� ５８４４（１７番人気）
馬単票数 計 ５７４６３５ 的中 �� ３１１８（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８３４０ 的中 �� ５１９７（１３番人気）�� ５７４５（１０番人気）�� １８７１（２５番人気）
３連複票数 計 ８３４０９８ 的中 ��� ２６８６（５０番人気）
３連単票数 計１８８１９２８ 的中 ��� ９０４（２６４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．８―１２．９―１３．２―１２．９―１２．５―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．９―４９．８―１：０３．０―１：１５．９―１：２８．４―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３
１１－（２，９）（４，１２）（５，７）－（１，６）－（３，８）１３－１０・（１１，９）（４，１２，２）（５，７）６，１（８，１３）－３－１０

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

勝馬の
紹 介

キ ラ ウ エ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．７．１９ 新潟８着

２００７．２．２０生 牡３黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ ８戦２勝 賞金 １４，８５０，０００円
〔騎手変更〕 シルクフィーリング号の騎手赤木高太郎は，第１回中京競馬第５日第９競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
〔制裁〕 シルクフィーリング号の騎手小牧太は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
※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。



０４０４４ ２月７日 晴 良 （２２京都２）第４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 ７，４００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

７１４� エーシンリードオー 牝４黒鹿５５ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４７４＋ ６１：１２．３ １．９�

３６ エルチョコレート 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７４＋ ４１：１３．０４ ４．１�
２４ � デュークワンダー 牡４栗 ５７ 川田 将雅伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B５００± ０ 〃 ハナ １２７．８�
１１ オーミレイライン 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 幾千世牧場 ５１６± ０ 〃 クビ １４．４�

（愛知）

６１１� マンテンテイオー 牡５栗 ５７ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４８８－ ２ 〃 アタマ ２４５．５�
８１５ エーティーショパン 牡４栗 ５７ 武 豊荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４９４＋ ２１：１３．３１	 ５．９�
８１６ ドリームクェーサー 牡４栗 ５７ 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 ４８４± ０１：１３．７２
 ２６．７	
３５ シンメイゲイルス 牝４黒鹿５５ 浜中 俊織田 芳一氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ２８．４

４８ トーセンウーノ 牝４鹿 ５５ 幸 英明島川 �哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド ４９０－ ２１：１４．０１	 ２６．０�
７１３ クリノオンビート 牡４鹿 ５７ 木村 健栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ５２０± ０ 〃 クビ １０３．３

（兵庫）

５１０� ム ー ヴ 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文池住 安信氏 福永 甲 浦河 三栄牧場 ４４４＋ ２１：１４．１
 ２０１．５�
４７ アスカノヨアケ 牡４鹿 ５７ 小牧 太平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ

モファーム ４６４－ ４１：１４．２
 ３８．１�
１２ キタサンハナミチ 牝４青鹿５５ 小林慎一郎�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ １８９．３�
６１２� ベートーヴェン 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ５１６＋ ４１：１４．４１� ３３．２�
５９ � ランウェイスナップ 牝５栗 ５５ M．デムーロ下河辺隆行氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ４５２－ ２１：１４．７２ ２６．０�

（伊）

２３ ラ ン ラ ン 牝５鹿 ５５ 武 英智澤 洋氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４６６＋ ４１：１５．４４ ３４７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７７３，５００円 複勝： ３５，２８８，８００円 枠連： ２０，４２２，６００円

普通馬連： ６２，０６７，７００円 馬単： ４６，０６９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０７７，７００円

３連複： ８３，１５１，９００円 ３連単： １５５，４６６，２００円 計： ４４８，３１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １，４６０円 枠 連（３－７） ３１０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２，０１０円 �� ３，５１０円

３ 連 複 ��� ７，２８０円 ３ 連 単 ��� １９，８００円

票 数

単勝票数 計 ２２７７３５ 的中 � ９７４４５（１番人気）
複勝票数 計 ３５２８８８ 的中 � １４１６２２（１番人気）� ６１９３５（２番人気）� ３０２７（１２番人気）
枠連票数 計 ２０４２２６ 的中 （３－７） ４９０２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２０６７７ 的中 �� １２５０３７（１番人気）
馬単票数 計 ４６０６９９ 的中 �� ５２８２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０７７７ 的中 �� ３６７５０（１番人気）�� ２４２５（２６番人気）�� １３６３（３５番人気）
３連複票数 計 ８３１５１９ 的中 ��� ８４３９（２０番人気）
３連単票数 計１５５４６６２ 的中 ��� ５７９７（４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．０―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．９―４７．９―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンリードオー �
�
父 Orientate �

�
母父 Alydeed デビュー ２００８．１２．２７ 阪神３着

２００６．５．２生 牝４黒鹿 母 Eishin Linden 母母 Polish Devil １２戦２勝 賞金 ２０，２００，０００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７日 晴 良 （２２京都２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

か す が

春 日 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．２．７以降２２．１．３１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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１３ ワキノパワー �６鹿 ５３ 小牧 太脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４３６＋ ２１：４８．２ ２３．１�

６１０ アドマイヤセナ 牡７栗 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２ 〃 ハナ ５．６�
１１ � エックスダンス 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１４－ ６ 〃 ハナ ２．２�
３３ � ニホンピロキリバス �５栃栗５５ 浜中 俊小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ４２．６�
７１１ ウインキングストン 牡５栗 ５６ 武 豊�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ５００± ０１：４８．４１ １４．３�
４５ � ウォークラウン 牡４鹿 ５５ 佐藤 哲三加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５１２＋１４ 〃 クビ ２５．３�
５７ トップゾーン 牡４鹿 ５５ 藤岡 佑介	コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５８－ ６１：４８．７１	 ６．９

２２ クリノラブゴールド 牡６鹿 ５１ 大下 智栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４８４－ ２１：４８．９１
 ２４２．３�
４６ メイショウジンム 牡４鹿 ５４ M．デムーロ松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３４± ０１：４９．０� １１．９�

（伊）

６９ レジェンドブルー 牝４鹿 ５４ 安藤 勝己平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ５．８
３４ カシノマイケル 牡７青鹿５２ 岩崎 祐己柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６２－ ８１：４９．１� ２６２．０�
７１２ オカゲサマデ 牝４鹿 ５１ 安部 幸夫小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５４＋ ８１：４９．３１
 ９４．７�

（愛知）

８１４ シゲルキリガミネ 牝４青 ５１ 芹沢 純一森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４８６－ ２１：５０．０４ ８６．９�
５８ マザーズウィッシュ 牝６栗 ５０ 生野 賢一�アカデミー 鮫島 一歩 新冠 清水 克則 ４７６± ０１：５０．４２� ２６０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３８，８６４，０００円 複勝： ５８，６６１，２００円 枠連： ２７，１７１，０００円

普通馬連： １２６，５０８，１００円 馬単： ７７，００１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，０９６，９００円

３連複： １４６，７５５，９００円 ３連単： ３０７，０７６，５００円 計： ８２０，１３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３１０円 複 勝 � ３９０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（６－８） ２，９００円

普通馬連 �� ８，８５０円 馬 単 �� ２１，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� ８２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ６，１００円 ３ 連 単 ��� ７９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３８８６４０ 的中 � １３３０２（７番人気）
複勝票数 計 ５８６６１２ 的中 � ２７９５５（７番人気）� ６０１７９（４番人気）� １８９０４９（１番人気）
枠連票数 計 ２７１７１０ 的中 （６－８） ６９２４（１２番人気）
普通馬連票数 計１２６５０８１ 的中 �� １０５５１（２５番人気）
馬単票数 計 ７７００１８ 的中 �� ２６５５（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８０９６９ 的中 �� ４２１７（２４番人気）�� １１３４７（１１番人気）�� ２２８５３（３番人気）
３連複票数 計１４６７５５９ 的中 ��� １７７６６（２３番人気）
３連単票数 計３０７０７６５ 的中 ��� ２８６４（２４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．２―４８．２―１：００．７―１：１３．０―１：２４．９―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．２
３ ３，４，１１，１（８，１３）５，１０（２，１４）（７，９）１２，６ ４ ３，４，１１（１，１３）（５，８）（１０，１４）（２，７，９）（１２，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワキノパワー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．２．１８ 東京４着

２００４．２．１４生 �６鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ２３戦３勝 賞金 ４６，３９９，０００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。



０４０４６ ２月７日 晴 良 （２２京都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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

５６ スペシャルクイン 牝４青鹿５５ 藤田 伸二菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４７６＋ ８１：１１．１ ２．６�

４５ テイエムクレナイ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７８＋ ２１：１１．３１� ３．７�
２２ ドリームクラウン 牡５栗 ５７ 横山 典弘セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１４± ０１：１１．６１� ５．１�
７１０ マハーバリプラム 牝５青 ５５ 川田 将雅吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：１１．７	 ７．１�
４４ エーシンビーセルズ 牡４黒鹿５７ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４８０－ ４１：１１．８� ３９．４�
７１１ ア ナ モ リ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １３．３�
１１ ジェイケイボストン 
７黒鹿５７ 幸 英明小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２０－ ６ 〃 ハナ ３４．３	
３３ テイエムカゲムシャ 牡６栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５１２± ０１：１２．０１� ３９．７

８１３ フェイムロバリー 牡５鹿 ５７ M．デムーロ広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ５００＋１２ 〃 ハナ １８．５�

（伊）

６８ � エフテーストライク 牝６青鹿５５ 安部 幸夫深野 茂雄氏 尾関 知人 三石 斉藤 正男 ４３６－ ６１：１２．３２ １１４．０�
（愛知）

８１２� セレスダイナミック 
７黒鹿５７ 福永 祐一岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield
Farm ４９８＋ ４１：１２．４	 ８６．３

５７ フキラウソング 牝４栗 ５５ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：１２．５	 ３０．７�

６９ � ウォーターバロン 牡９黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 須貝 尚介 米 Kotaro
Tanaka ５１２＋１６１：１３．１３	 １４２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，５８３，１００円 複勝： ６６，８９０，８００円 枠連： ３３，１４２，５００円

普通馬連： １５０，８４５，６００円 馬単： １０２，１９２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３６３，９００円

３連複： １７４，８２５，０００円 ３連単： ３８２，７３５，９００円 計： １，００３，５７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（４－５） ４２０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ２８０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４５５８３１ 的中 � １３９０８２（１番人気）
複勝票数 計 ６６８９０８ 的中 � １９６７６４（１番人気）� １３６９９７（２番人気）� ９９０８１（３番人気）
枠連票数 計 ３３１４２５ 的中 （４－５） ５８６２９（１番人気）
普通馬連票数 計１５０８４５６ 的中 �� ２７０８２９（１番人気）
馬単票数 計１０２１９２７ 的中 �� ９４０７１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３６３９ 的中 �� ７２２７５（１番人気）�� ４０５８１（２番人気）�� ３２８３１（４番人気）
３連複票数 計１７４８２５０ 的中 ��� １７０８４５（１番人気）
３連単票数 計３８２７３５９ 的中 ��� １０９２３２（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１１．８―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．３―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルクイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００８．９．２０ 札幌２着

２００６．４．８生 牝４青鹿 母 ソシアルクイーン 母母 ニーストウシヨウ １２戦４勝 賞金 ５５，２８２，０００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または施行団体名を表示している。



０４０４７ ２月７日 晴 良 （２２京都２）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第１５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，２１．２．７以降２２．１．３１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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００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

６１２ アルティマトゥーレ 牝６鹿 ５５．５ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：０８．１ ５．９�

２３ ショウナンカザン 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９０＋ ６１：０８．４１� ６．２�
１２ � シンボリグラン 牡８芦 ５４ M．デムーロシンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５４０＋１２１：０８．５� １４．６�
（伊）

４８ シャウトライン 牡６青鹿５６ 浜中 俊�協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ５１２－ ２１：０８．６クビ １９．５�
３６ ラインブラッド 牡４栗 ５５ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０４＋ ６１：０８．８１� １８．５�
３５ プレミアムボックス 牡７鹿 ５７．５ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２１：０８．９	 ８．５�
５９ � エーシンエフダンズ 牡６黒鹿５５ 小牧 太	栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５１６＋ ８ 〃 アタマ １０９．１

８１６ エイシンタイガー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ５００＋ ４ 〃 アタマ ４．３�
２４ トウショウカレッジ 牡８鹿 ５７ 川田 将雅トウショウ産業	 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４８＋ ２ 〃 ハナ ３３．４�
８１５ フィールドベアー 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４１：０９．０クビ ３１．３
１１ グランプリエンゼル 牝４栃栗５５ 岩田 康誠北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４３４＋ ６ 〃 アタマ １８．６�
７１４ エ ノ ク 牡６栗 ５６ 生野 賢一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２８＋１０１：０９．３１� ３３．８�
４７ アーバンストリート 牡６芦 ５５ 上村 洋行後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５８＋ ４ 〃 クビ ６３．４�
５１０ キルシュブリューテ 牝６鹿 ５２ 石橋 守 	ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８８－１０ 〃 アタマ ５２．２�
７１３ レディルージュ 牝４青鹿５４ 武 豊 	ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４４４－ ４１：０９．４� ５．５�
６１１� ドラゴンウェルズ 牡７鹿 ５５ 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４９４－ ４ 〃 ハナ ２９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３２，３２１，１００円 複勝： １９７，９４９，７００円 枠連： １３７，８８２，５００円

普通馬連： ７７９，８０６，２００円 馬単： ３９０，００８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０７，６７４，７００円

３連複： １，０５８，３５０，２００円 ３連単： ２，０２１，２０２，３００円 計： ４，９２５，１９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２５０円 � ２３０円 � ４２０円 枠 連（２－６） １，７８０円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，９１０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ９，６８０円 ３ 連 単 ��� ４５，９８０円

票 数

単勝票数 計１３２３２１１ 的中 � １７９３９４（３番人気）
複勝票数 計１９７９４９７ 的中 � ２１８７２１（４番人気）� ２５２９１３（３番人気）� １０８９５０（６番人気）
枠連票数 計１３７８８２５ 的中 （２－６） ５７１８２（１１番人気）
普通馬連票数 計７７９８０６２ 的中 �� ２９５１５３（６番人気）
馬単票数 計３９０００８５ 的中 �� ６９７４０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０７６７４７ 的中 �� ６２５０８（７番人気）�� ２６０７１（２２番人気）�� ４５２８５（１０番人気）
３連複票数 計１０５８３５０２ 的中 ��� ８０７１８（２６番人気）
３連単票数 計２０２１２０２３ 的中 ��� ３２４４３（１１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．１―１１．２―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．４―４５．６―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．８―３F３３．７
３ ・（３，１２）（１，１３）（８，１４）（２，９，１６）（１０，１１）（６，１５）（４，７）５ ４ ３，１２（１，１３）（８，１４）（２，９，１６）６（１０，１１）４，１５（５，７）

勝馬の
紹 介

アルティマトゥーレ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．１６ 阪神１着

２００４．４．１４生 牝６鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス １３戦７勝 賞金 １８５，６０６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アポロフェニックス号・イナズマアマリリス号・キングトップガン号・ゼットフラッシュ号・ダイシングロウ号・

トーセンアーチャー号・フライングアップル号・マチカネハヤテ号・メジロシリング号
※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。



０４０４８ ２月７日 晴 良 （２２京都２）第４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 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

８１２ ワールドワイド 牡４芦 ５７ 武 豊山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９４＋ ４１：２３．６ ２．８�

６８ ティアップワイルド 牡４栗 ５７ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５１８－ ８１：２４．２３� ２．０�
４４ テイエムフルパワー 牡６栗 ５７ 福永 祐一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３６－ ２１：２４．４１� ２０．２�
８１１ ピエナポパイ 牡５栗 ５７ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５０６＋２６１：２４．５� ４７．０�
７１０ ア ズ ラ イ ト 牝６青 ５５ 藤岡 佑介 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６０± ０１：２４．６� １０．７�
２２ ル ナ キ ッ ズ 牡４栗 ５７ 武 幸四郎畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６８＋ ４１：２４．７� １０．２�
７９ マルサンチーフ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲大下 智松井三千年氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５３６＋ ２１：２５．１２� １０３．８	
６７ ユ メ イ ッ ポ 牝５栗 ５５ 和田 竜二昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９８－ ２１：２５．２クビ ２９．５

１１ アースコマンダー 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４７８± ０１：２５．８３� ４０．０�
３３ ダノンシャトル 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文�ダノックス 松永 幹夫 新冠 競優牧場 ４９６± ０１：２６．０１ ７４．６
５６ メルシーヨーク 牝５鹿 ５５ 安部 幸夫永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３６± ０１：２６．５３ ３１．０�

（愛知）

５５ ジョイフルスマイル 牝５栗 ５５ 小林慎一郎上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４６２± ０１：２７．２４ １７８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４４，１４９，５００円 複勝： ５９，７６９，２００円 枠連： ３５，１５７，８００円

普通馬連： １６２，５５６，９００円 馬単： １１７，４００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，０４７，４００円

３連複： ２０１，５７３，３００円 ３連単： ５０３，１９７，５００円 計： １，１７１，８５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ２１０円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ５５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ２，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４４１４９５ 的中 � １２６８７２（２番人気）
複勝票数 計 ５９７６９２ 的中 � １２６１１９（２番人気）� ２６６４８３（１番人気）� ２９９９６（５番人気）
枠連票数 計 ３５１５７８ 的中 （６－８） １２４６５５（１番人気）
普通馬連票数 計１６２５５６９ 的中 �� ５４７２７０（１番人気）
馬単票数 計１１７４００４ 的中 �� １８２３１０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８０４７４ 的中 �� １２１１３５（１番人気）�� １６７８３（７番人気）�� ２２６１３（５番人気）
３連複票数 計２０１５７３３ 的中 ��� １８１１３２（３番人気）
３連単票数 計５０３１９７５ 的中 ��� １３０６６７（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．４―３５．１―４６．９―５８．９―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３６．７
３ ・（６，７）８（１，３）１２－（２，４，１０）１１－９－５ ４ ・（６，７，８）（１，３）１２（４，１０）（２，１１）９＝５

勝馬の
紹 介

ワールドワイド �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００８．１２．２８ 中京１着

２００６．４．９生 牡４芦 母 エリモシンフォニー 母母 Let It Fly １３戦３勝 賞金 ４６，０４９，０００円
※出走取消馬 ハードリレー号（疾病〔左寛跛行〕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。



（２２京都２）第４日 ２月７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２５１，９３０，０００円
２，１３０，０００円
１９，１７０，０００円
１，７９０，０００円
２５，０４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，２８４，０００円
５，１９２，４００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
４１２，５７０，１００円
６６３，８２４，６００円
３５２，２９８，６００円
１，５７８，４６１，３００円
９９０，６３８，０００円
４９２，４６５，９００円
２，１０２，２６３，４００円
４，１７５，７９９，９００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 １０，７６８，３２１，８００円

総入場人員 ２２，７５２名 （有料入場人員 ２０，７５８名）




