
０４０６１ ２月１４日 晴 稍重 （２２京都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）

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

２２ タガノザイオン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７０－ ６１：５６．９ １．５�

３４ トウカイキアーロ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５１０－ ６１：５７．０� １０．８�
４６ プリサイスドリーム 牡３黒鹿５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 ミルファーム ４７８± ０１：５７．１� ３．５�
８１５ ナリタレジーナ 牝３栗 ５４ 石橋 守�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２２－ ４１：５８．０５ ２９６．７�
４７ ツルマルトップワン �３鹿 ５６ 福永 祐一鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ６１：５８．２１� ８５．０�
２３ シゲルウジヤス 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 酒井 亨 ５１２－ ２１：５８．４１� ２４７．７�
６１１ ペガサスダンディー 牡３栗 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２－ ２１：５８．５クビ ２７．１	
１１ バトルヒミコ 牝３黒鹿５４ 田中 学宮川 秋信氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７２± ０１：５８．７１� ２１．６


（兵庫）

７１３ ヤマノオレンジ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥山口 克己氏 目野 哲也 平取 山口 明彦 ４４４＋ ２１：５８．９１� ３４６．９�
８１４ エアロストーン 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓後藤 繁樹氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４５４－ ８１：５９．０� ４８．５�
５９ ポートサンダー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 新冠 パカパカ

ファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ １０８．９
３５ プレジャームーン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 絵笛牧場 ４４０＋ ２１：５９．３１	 １８４．０�
６１０ マイネルリブレット 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４９０± ０ 〃 アタマ ５６．７�
７１２ コスモアゲハ 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４３２－ ６１：５９．７２� １２８．５�
５８ コパノハニヤマヒメ 牝３芦 ５４ 武 幸四郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６２－ ２２：０２．５大差 ８０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，１５２，７００円 複勝： ４７，８１２，５００円 枠連： １２，４８３，５００円

普通馬連： ３８，２１４，０００円 馬単： ３５，０５４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３９４，２００円

３連複： ５４，５３０，８００円 ３連単： １１４，５９７，１００円 計： ３３５，２３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � １００円 枠 連（２－３） ７８０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ３７０円 ３ 連 単 ��� １，９３０円

票 数

単勝票数 計 １６１５２７ 的中 � ９０１４２（１番人気）
複勝票数 計 ４７８１２５ 的中 � ３０９８１３（１番人気）� ２６６２８（３番人気）� ９１５２７（２番人気）
枠連票数 計 １２４８３５ 的中 （２－３） １１８８９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３８２１４０ 的中 �� ３２６１７（２番人気）
馬単票数 計 ３５０５４３ 的中 �� ２３５６６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３９４２ 的中 �� １３２６７（２番人気）�� ５８２２４（１番人気）�� １０５７５（３番人気）
３連複票数 計 ５４５３０８ 的中 ��� １０９３１２（１番人気）
３連単票数 計１１４５９７１ 的中 ��� ４３８９８（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１４．２―１４．５―１２．６―１３．０―１２．６―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３８．５―５３．０―１：０５．６―１：１８．６―１：３１．２―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

タガノザイオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．１０ 京都８着

２００７．５．２６生 牡３鹿 母 タガノクィーン 母母 タガノワッスル ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００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〕 コパノハニヤマヒメ号は，平成２２年３月１４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アイファーライアン号（疾病〔右肩跛行〕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。



０４０６２ ２月１４日 晴 稍重 （２２京都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

１１ サダムトウコン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４６６＋ ４１：１３．５ ３．３�

３５ タイセイグリッター 牡３鹿 ５６ 石橋 守田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５１２± ０１：１３．７１� １４７．２�
５１０ アイアンラチェット 牡３黒鹿５６ 福永 祐一池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４１：１３．９１ ２．５�
４７ リビングプルーフ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４１４± ０ 〃 クビ １１．４�
６１２ トロサックス 牡３栗 ５６ 木村 健 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６１：１４．２２ ６３．９�

（兵庫）

５９ シゲルナガマサ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 斉藤スタッド ４４６＋ ２１：１４．４１� ７０．６�
３６ ビバクラシック 牡３芦 ５６ 野元 昭嘉池住 安信氏 野元 昭 日高 佐々木 直孝 ５３０－ ２１：１４．６１� ２１．７	
１２ キングタキシード 牡３青 ５６ 岩田 康誠伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ４６６＋ ２１：１４．８� ３１．６

７１３ ビンテージワイン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６４－ ２１：１５．０１� ４０８．４�
２４ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４５８± ０１：１５．１� ２１２．６�
４８ カンファーリニア 牝３栗 ５４ 池添 謙一楠本 陸雄氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４２４－１０１：１５．２� ５１．３
７１４ チョウバクシン 牡３栗 ５６ 田中 学丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 武田牧場 ４５２－１０１：１５．７３ ７９．０�

（兵庫）

６１１ ワンアイドドラゴン 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４６０± ０１：１６．１２� ４５３．３�
８１６ ビップレジェンド 牡３栗 ５６ M．デムーロ鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ １５．９�

（伊）

８１５ エ ド ヅ マ 牝３鹿 ５４
５１ ▲大下 智�テンジン 佐藤 全弘 日高 野口牧場 ４６６－１０１：１６．２� ３８９．８�

２３ ヒシビビッド 牡３栗 ５６ 小牧 太阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１８４，７００円 複勝： ２７，４４５，９００円 枠連： １２，６６１，７００円

普通馬連： ４１，９８３，３００円 馬単： ３３，５００，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４４８，９００円

３連複： ５９，２４９，２００円 ３連単： １００，７３７，３００円 計： ３０８，２１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １２０円 � １，２５０円 � １１０円 枠 連（１－３） ６，０７０円

普通馬連 �� １８，３００円 馬 単 �� ３１，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６３０円 �� １７０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ９，１４０円 ３ 連 単 ��� ９２，４７０円

票 数

単勝票数 計 １５１８４７ 的中 � ３７１９３（２番人気）
複勝票数 計 ２７４４５９ 的中 � ６７９５２（２番人気）� ２５９７（１２番人気）� ９８５１０（１番人気）
枠連票数 計 １２６６１７ 的中 （１－３） １５４１（１５番人気）
普通馬連票数 計 ４１９８３３ 的中 �� １６９４（３１番人気）
馬単票数 計 ３３５００２ 的中 �� ７８６（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４４８９ 的中 �� １２９８（２６番人気）�� ３７１５６（１番人気）�� １６６０（１９番人気）
３連複票数 計 ５９２４９２ 的中 ��� ４７８９（２５番人気）
３連単票数 計１００７３７３ 的中 ��� ８０４（２０１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．１―１２．４―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．７―４８．１―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムトウコン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．７．２６ 小倉３着

２００７．３．３１生 牡３黒鹿 母 シルクフローラ 母母 トロピカルシルキー １０戦１勝 賞金 １２，０５０，０００円
※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 メイショウヴァルナ号
（非抽選馬） １頭 メイショウイオラニ号
※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。



０４０６３ ２月１４日 晴 稍重 （２２京都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）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４５ ダノンプリマドンナ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４５２ ―１：５６．５ １．５�

８１２ ワンダースキー 牝３栗 ５４ 四位 洋文山本 信行氏 松永 幹夫 新ひだか 米田牧場 ４７８ ―１：５６．６� １６．９�
６９ トップバゴチャン 牝３青鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８ ―１：５７．７７ ６．９�
４４ ラガーチェイス 牝３鹿 ５４ 武 英智奥村 啓二氏 田所 清広 新ひだか 今 牧場 ４４６ ―１：５７．８� ６６．２�
７１１ アスカノイオン 牝３栗 ５４ 福永 祐一八木 良司氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ―１：５８．２２� １４．２�
５６ シースナイプ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：５８．３クビ ６．８	
１１ メイショウマナ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４０８ ―１：５９．３６ １１２．４

６８ キモンピンキー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義小林 祥晃氏 崎山 博樹 日高 ヤナガワ牧場 ４８０ ―１：５９．６１� ４６．８�
７１０ シゲルオセンノカタ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 丸幸小林牧場 ４９０ ―２：００．１３ ６６．７�
８１３ ミライヲノセテ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 ４２０ ―２：０１．６９ ２０．４
５７ マイシューニヤ 牝３青鹿５４ 小林 徹弥五影 慶則氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ５０８ ―２：０１．７� １１３．２�
３３ スズマスカット 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉サン・ファーム� 佐藤 全弘 新ひだか 小河 豊水 ４６０ ―２：０３．２９ １８９．３�
２２ コーラスシチー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 むかわ 新井牧場 ４１２ ―２：０５．８大差 ６８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，５３７，２００円 複勝： ３３，６１１，５００円 枠連： １２，７１３，６００円

普通馬連： ３１，８０４，５００円 馬単： ３１，０８７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３１７，７００円

３連複： ４２，０４４，９００円 ３連単： ８２，７３４，２００円 計： ２６２，８５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（４－８） ４６０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １８０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ６，１３０円

票 数

単勝票数 計 １５５３７２ 的中 � ８６４５０（１番人気）
複勝票数 計 ３３６１１５ 的中 � ２１９９９２（１番人気）� １１９５７（６番人気）� ２９７６９（２番人気）
枠連票数 計 １２７１３６ 的中 （４－８） ２０５５６（３番人気）
普通馬連票数 計 ３１８０４５ 的中 �� ２０４６７（４番人気）
馬単票数 計 ３１０８７４ 的中 �� １６５６０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３１７７ 的中 �� ６４５８（５番人気）�� ２４２０５（１番人気）�� ２７１０（１１番人気）
３連複票数 計 ４２０４４９ 的中 ��� １９７６０（５番人気）
３連単票数 計 ８２７３４２ 的中 ��� ９９６６（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３７．６―５１．２―１：０４．９―１：１８．８―１：３１．５―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３７．７
１
３
１（２，５）－６（９，１２）－（４，８）１１，１０－１３，７＝３・（１，５）（６，２，１２）（９，４）１１，８（１０，１３）－７，３

２
４

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

勝馬の
紹 介

ダノンプリマドンナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rahy 初出走

２００７．４．１３生 牝３黒鹿 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズマスカット号・コーラスシチー号は，平成２２年３月１４日まで平地競走に出走できない。



０４０６４ ２月１４日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２２京都２）第６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

６１０ テイエムダイアナ 牝４鹿 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５６－ ２３：１６．５ ９．８�

５８ スプリングカエサル 牡４黒鹿５９ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４６８－ ２３：１７．５６ １．５�
５７ モリノミヤコ 牡８黒鹿６０ 林 満明関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８８－ ８３：１７．８２ ２７．３�
２２ ア ヤ ナ ベ ル 牝４青鹿５７ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４５０＋ ８３：１８．０１� １７．４�
６９ � エーシンサンスター 牡５黒鹿６０ 金折 知則�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４６８＋ ４３：１８．２１� ８．５�
８１３ ト レ ド 牡６芦 ６０ 小坂 忠士山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４７４－ ８３：１８．７３ １６．５�
４５ ニットウサラン 牝７鹿 ５８ 佐久間寛志	日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４６２＋ ２３：１９．４４ １４．６

７１１� トミーブランド 牡７鹿 ６０ 植野 貴也久保 敏文氏 佐藤 正雄 静内 紺野 猛 ４６４－ ８ 〃 アタマ ６７．９�
３３ メイショウゲンスイ 牡６鹿 ６０ 西谷 誠松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５２６－ ６３：２０．１４ １２．６�
１１ ウインザモチ 牡４黒鹿５９ 高野 容輔�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４７４＋ ８３：２０．２� １００．９
４６ イマジンノココロヲ 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 B４８８± ０３：２４．６大差 ７０．２�
３４ マコトディアナ 牝４黒鹿５７ 仲田 雅興眞壁 明氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４４６－１８３：２７．９大差 １０５．１�
８１４ トウケイビクトリー 牡４鹿 ５９ 今村 康成木村 信彦氏 清水 出美 静内 田原橋本牧場 ５０２＋ ４３：３６．３大差 １５５．１�
７１２ コ ン ゴ ウ 牡４芦 ５９ 出津 孝一林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３０± ０ （競走中止） ９６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，６９１，６００円 複勝： ３３，６９１，７００円 枠連： １２，３８９，６００円

普通馬連： ２９，８０９，３００円 馬単： ２９，９１１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６０４，５００円

３連複： ４５，５８５，９００円 ３連単： ９０，９５９，１００円 計： ２６８，６４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ４８０円 枠 連（５－６） ２３０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２，４００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� ３１，８６０円

票 数

単勝票数 計 １３６９１６ 的中 � １１１１９（３番人気）
複勝票数 計 ３３６９１７ 的中 � ２０９７７（３番人気）� ２３００３５（１番人気）� ６２１４（８番人気）
枠連票数 計 １２３８９６ 的中 （５－６） ４０２１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２９８０９３ 的中 �� ３７８９０（２番人気）
馬単票数 計 ２９９１１３ 的中 �� ８６４２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６０４５ 的中 �� １１８４６（２番人気）�� １１５１（２７番人気）�� ４４９９（７番人気）
３連複票数 計 ４５５８５９ 的中 ��� ９２５１（１７番人気）
３連単票数 計 ９０９５９１ 的中 ��� ２１０７（８７番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５３．５－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムダイアナ �
�
父 テイエムサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．８．１０ 小倉７着

２００６．４．６生 牝４鹿 母 テイエムピンキー 母母 ソシアルメーカー 障害：５戦１勝 賞金 ８，５８０，０００円
〔競走中止〕 コンゴウ号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ドリームストライド号



０４０６５ ２月１４日 晴 稍重 （２２京都２）第６日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

７１３ ショウリュウムーン 牝３鹿 ５４ 小牧 太上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４５８－ ４１：３５．７ ７．９�

３６ タガノサムアップ 牝３栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－２０１：３６．０１� ６．９�

５９ ラフェクレール 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：３６．１� ２．１�
８１５ ルナーコロナ 牝３青 ５４ 池添 謙一吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４１０－ ６ 〃 クビ ７．３�
４８ フェリシダージ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６± ０１：３６．３１ １３．３�
２４ ファーマレッド 牝３鹿 ５４ 四位 洋文中西 功氏 森 秀行 日高 高山牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ２４．７	
１２ トロワリヴィエール 牝３栗 ５４ 武 幸四郎大迫久美子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４３８－ ８１：３６．５１� １６．７

５１０ プリンセスメイク 牝３栗 ５４ 田嶋 翔田島 政光氏 小島 貞博 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４４－ ２１：３６．７１ ５８．３�
６１１ アースツリー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４２８－１２ 〃 クビ ４４．０�
７１４ クレメンティア 牝３黒鹿５４ 木村 健小村アセットM� 村山 明 千歳 社台ファーム ４２６± ０１：３６．９１� １３５．３

（兵庫）

８１６ ブルームウインド 牝３青鹿５４ 和田 竜二�ヤナガワ牧場 宮本 博 日高 ヤナガワ牧場 ４５４＋２０１：３７．３２� ９４．７�
１１ テイエムミューズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ５１．８�
４７ サトノサクラ 牝３青鹿５４ M．デムーロ里見 治氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ４１：３７．６２ ９．２�

（伊）

６１２ ネオフェリーク 牝３芦 ５４ 田中 学小林 仁幸氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４３２－ ８１：３８．３４ １６２．７�
（兵庫）

３５ キョウワクインビー 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４１２－１４１：３８．５１� ２２７．７�
２３ ダイヤモンドピール 牝３黒鹿５４ 石橋 守杉山 美惠氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４１６＋ ８ 〃 ハナ ３３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８０２，２００円 複勝： ３７，６７１，１００円 枠連： １４，７２８，９００円

普通馬連： ５１，３４８，７００円 馬単： ３９，８７７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２４４，２００円

３連複： ７５，５３７，３００円 ３連単： １１９，７９３，１００円 計： ３８３，００２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（３－７） ２，１６０円

普通馬連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� １５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２０８０２２ 的中 � ２０８４３（４番人気）
複勝票数 計 ３７６７１１ 的中 � ４５７４６（２番人気）� ３９３６４（３番人気）� １４４８１８（１番人気）
枠連票数 計 １４７２８９ 的中 （３－７） ５０４１（７番人気）
普通馬連票数 計 ５１３４８７ 的中 �� １３３２８（９番人気）
馬単票数 計 ３９８７７３ 的中 �� ４６１９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２４４２ 的中 �� ６０５４（９番人気）�� ２３７０３（１番人気）�� ２３２１１（２番人気）
３連複票数 計 ７５５３７３ 的中 ��� ４１０４２（１番人気）
３連単票数 計１１９７９３１ 的中 ��� ５６５４（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１２．６―１２．４―１１．９―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．４―４８．０―１：００．４―１：１２．３―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３
３ １５（２，１６）１３（６，９）（１，４，１４）８，７（３，１０）１１，５－１２ ４ １５（２，１６）１３（６，９）（１４，７）（１，４，８）（３，１０，１１）－５－１２

勝馬の
紹 介

ショウリュウムーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１１．２２ 京都２着

２００７．６．７生 牝３鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００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 サチノフェイス号
※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。



０４０６６ ２月１４日 晴 稍重 （２２京都２）第６日 第６競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ スイートエスケープ 牝３栗 ５４ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：１２．８ ４．８�

６１１ ランドタカラ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６６＋ ２１：１３．２２� ５３．５�
４７ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０４＋ ２１：１３．４１ ４．４�
２４ ベストバウト 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８４－ ４１：１３．６１ ６．６�
８１５� クレイジードライブ 牡３栗 ５６ 川田 将雅吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 米 John

McKibben ５０６＋ ２１：１３．７� ２０．７�
１２ � モルフェキング 牡３黒鹿５６ 武 英智並河賢一郎氏 武 宏平 平取 高橋 幸男 ４５４－ ８１：１３．９１	 ４７５．２�
５１０ クイーンフラワー 牝３黒鹿５４ M．デムーロ	�昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４９６－１０１：１４．３２� １４．２


（伊）

３６ 
 モエレウイズ 牝３青鹿５４ 田中 学中村 和夫氏 曽和 直栄 新ひだか 沖田 博志 ４６６－ ８ 〃 クビ １２３．２�
（兵庫） （兵庫）

１１ 
 ホクセツロマン 牝３鹿 ５４ 木村 健上山 照夫氏 田中 範雄 日高 ノースガーデン ４５２－ ８ 〃 ハナ ２８１．４�
（兵庫） （兵庫）

７１４ ピサロナイト 牡３黒鹿５６ 小牧 太市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４６６± ０１：１４．４� ９７．２
７１３ ホープホーマン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５１４＋２２ 〃 ハナ １４４．２�
３５ ニシノブイシェープ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０８＋１０ 〃 クビ １０．７�
８１６ クールジャズ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ４３８± ０１：１４．６１ １０４．３�
５９ � エイティスパシーバ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士前田 篤久氏 武 宏平 新冠 中本牧場 ４２８± ０１：１６．２１０ ２８７．１�
６１２ カネトシビッグバン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 野村 彰彦 厚真 田端牧場 ４３０－ ４１：１７．３７ ９８．９�
２３ ファイティングピサ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ２１：１７．４� ２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７７８，０００円 複勝： ２４，９１７，５００円 枠連： １７，１１４，１００円

普通馬連： ４７，８０４，７００円 馬単： ３６，１１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１２２，２００円

３連複： ６８，２４８，９００円 ３連単： １０８，４３９，３００円 計： ３４０，５３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ６４０円 � １９０円 枠 連（４－６） ２，６６０円

普通馬連 �� ５，５９０円 馬 単 �� ９，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ５００円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ９，８４０円 ３ 連 単 ��� ６６，３６０円

票 数

単勝票数 計 １９７７８０ 的中 � ３２６０６（３番人気）
複勝票数 計 ２４９１７５ 的中 � ４２５６６（２番人気）� ７６９０（８番人気）� ３９４４５（３番人気）
枠連票数 計 １７１１４１ 的中 （４－６） ４７６１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４７８０４７ 的中 �� ６３１３（２０番人気）
馬単票数 計 ３６１１３６ 的中 �� ２７１９（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１２２２ 的中 �� ２５７３（２１番人気）�� ９７９６（５番人気）�� ２２６７（２３番人気）
３連複票数 計 ６８２４８９ 的中 ��� ５１２０（３３番人気）
３連単票数 計１０８４３９３ 的中 ��� １２０６（１９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．４―１２．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．５―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートエスケープ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Wild Again デビュー ２００９．８．８ 小倉２着

２００７．３．１１生 牝３栗 母 ワイルドフラワー 母母 アリレディー ７戦２勝 賞金 ２１，６４８，０００円
〔制裁〕 エイティスパシーバ号の騎手小坂忠士は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシビッグバン号・ファイティングピサ号は，平成２２年３月１４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アイファーマーチス号・グランデワイルド号・ナイトオブザオペラ号
※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。



０４０６７ ２月１４日 晴 稍重 （２２京都２）第６日 第７競走 ��１，８００�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，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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４ ハギノリベラ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５１２＋ ４１：５３．２ ３．０�

１２ シ ャ ア 牡４栗 ５６ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４４２－ ６１：５３．４１� ４．１�
６１２ ツルマルネオ �４鹿 ５６ 岩田 康誠鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９２－ ４１：５３．６１� ８．８�
７１３� ピエナミッチー 牡５鹿 ５７ M．デムーロ本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０± ０１：５３．７� １０．５�

（伊）

２３ レッドサーパス 牡４鹿 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００－１０ 〃 アタマ １０．９�
４８ オーゴンシャトル 牡４栗 ５６ 川田 将雅永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 B５０２± ０ 〃 ハナ ４．９�
５９ コパノタイマネ 牝６栗 ５５ 池添 謙一小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４８６± ０１：５４．４４ ７２．１	
６１１ シルクドミニオン 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ２１：５４．６１� １４．０

８１５ シルクヘラクレス 牡６栗 ５７ 田中 学有限会社シルク田島 良保 新冠 渕瀬フアーム ５２６＋ ６１：５４．７クビ １６０．９�

（兵庫）

４７ カ シ ノ ネ ロ 牡５鹿 ５７
５４ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８６－ ６１：５４．９１ １２３．５�

１１ � ジョウショーリズム 牡４栗 ５６ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 えりも 上島牧場 B４８６± ０ 〃 クビ ３５１．７
８１６ ベストルート 牡５栗 ５７ 木村 健�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４８０－ ６１：５５．０� ５６．８�

（兵庫）

２４ シャルマンスタイル 牝４栗 ５４ 福永 祐一水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４８２± ０１：５５．２１ ３５．８�
５１０ マキハタセンシブル 牝６鹿 ５５ 野元 昭嘉�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４０６－１０１：５５．３� ３５５．１�
３５ � セフティロングワン 牡５青鹿５７ 小林 徹弥池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５２８－ ４１：５６．０４ ２３４．７�
３６ マコトバンクウ 牡４黒鹿５６ 武 幸四郎眞壁 明氏 村山 明 様似 出口 繁夫 B４５６＋ ６１：５６．９５ ４３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２５０，４００円 複勝： ３０，９１６，６００円 枠連： １７，０４１，８００円

普通馬連： ５３，３７０，８００円 馬単： ３５，７５０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７１１，４００円

３連複： ６７，７２９，２００円 ３連単： １１５，７０２，２００円 計： ３５９，４７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（１－７） ６００円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ４８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ９，７９０円

票 数

単勝票数 計 １８２５０４ 的中 � ４８０６８（１番人気）
複勝票数 計 ３０９１６６ 的中 � ７８７３２（１番人気）� ４７６７１（３番人気）� ２７９８４（５番人気）
枠連票数 計 １７０４１８ 的中 （１－７） ２１０３４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３３７０８ 的中 �� ４５９９８（２番人気）
馬単票数 計 ３５７５０７ 的中 �� １５９２６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７１１４ 的中 �� １７１１８（２番人気）�� １０４６９（５番人気）�� ７８１５（７番人気）
３連複票数 計 ６７７２９２ 的中 ��� ２４１９１（４番人気）
３連単票数 計１１５７０２２ 的中 ��� ８７３０（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１３．３―１３．１―１２．９―１２．８―１２．５―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３７．２―５０．３―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．５―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３
１５，１６，８（４，１２）（２，１３）７（１，１１）（９，１４）（１０，６）３－５・（１５，１６）（８，１２）（４，２，１３）１４（１，７）１１（９，６）１０（３，５）

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

勝馬の
紹 介

ハギノリベラ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．９．２８ 札幌１０着

２００６．４．２５生 牡４鹿 母 ハギノスプレンダー 母母 サベージレディ １９戦２勝 賞金 ３２，２９２，０００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） ５頭 ジョーシンドバッド号・タムロチェスト号・ナムラハーン号・マイアイビギニング号・メイショウロッコー号
※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。



０４０６８ ２月１４日 晴 稍重 （２２京都２）第６日 第８競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ ベルモントゴラッソ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント
ファーム ５２４－ ４１：２４．９ ８．４�

２４ ヘリオスシチー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４２－１０ 〃 クビ １４．６�
３６ レッドジール 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５００＋１４１：２５．１１� ６．１�
８１６ フレンチクラシック 牡４栗 ５７ 福永 祐一吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B４６６－ ２１：２５．２� ６．０�
４７ クラッカージャック 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B５０４＋ ８１：２５．５１	 ５２．３�
５９ 
 マルターズマゼル 牡６鹿 ５７ 小牧 太藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４５０－ ６１：２５．７１� １７．２	
８１５ トップフリーダム 牡４鹿 ５７ 四位 洋文横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４５６－ ６１：２６．０１	 ７８．６

１１ ピサノプレミアム 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ６１：２６．２１� ３６．３�
７１４ ハンマープライス 牡４栗 ５７ M．デムーロ �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０４－１４１：２６．３	 ３．８�

（伊）

７１３ セレスコクオー 牡５青鹿５７ 蛯名 正義岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５４６＋ ６１：２６．４クビ ９．６
２３ ギガブレイク 牡４黒鹿５７ 和田 竜二岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 B５２０± ０１：２６．５� ３０．０�
５１０ グリーンイレブン 牡４青鹿５７ 金折 知則吉野加壽代氏 松元 茂樹 浦河トラストスリーファーム ５２２＋１２ 〃 ハナ １２．６�
６１２ キ ー ヤ マ ト 牡４青 ５７ 熊沢 重文北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 田渕牧場 ４４４－ ２１：２６．６	 １３２．８�
１２ � ダスティンバローズ 牡４栗 ５７ 木村 健猪熊 広次氏 藤沢 則雄 三石 中村 和夫 ４４６－ ３１：２６．７	 ５２．６�

（兵庫）

６１１ アベニールシチー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４５４－ ６１：２６．９１� １２．１�
３５ トロイオンス �５栗 ５７ 田中 学栗坂 崇氏 田村 康仁 静内 キヨタケ牧場 ４８４＋ ８１：２７．７５ ２５．８�

（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０１，７００円 複勝： ３２，７５９，１００円 枠連： ２１，１５９，０００円

普通馬連： ６８，４７８，７００円 馬単： ４１，６７９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４６１，５００円

３連複： ９５，０２２，０００円 ３連単： １４３，７５３，１００円 計： ４５０，８１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２９０円 � ４１０円 � ３００円 枠 連（２－４） ３，５５０円

普通馬連 �� ３，６５０円 馬 単 �� ５，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，０７０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ９，２７０円 ３ 連 単 ��� ５２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０１７ 的中 � １９４４３（４番人気）
複勝票数 計 ３２７５９１ 的中 � ３１８６９（３番人気）� １９８７１（７番人気）� ２９５８２（４番人気）
枠連票数 計 ２１１５９０ 的中 （２－４） ４３９９（１８番人気）
普通馬連票数 計 ６８４７８７ 的中 �� １３８５７（１３番人気）
馬単票数 計 ４１６７９７ 的中 �� ５５２３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４６１５ 的中 �� ６８０８（８番人気）�� ６３５７（９番人気）�� ４８４７（１６番人気）
３連複票数 計 ９５０２２０ 的中 ��� ７５６５（２６番人気）
３連単票数 計１４３７５３１ 的中 ��� ２０４０（１３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．３―４７．４―５９．６―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントゴラッソ �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００８．１．１２ 京都２着

２００５．２．１７生 牡５鹿 母 ベルモントダイアナ 母母 アレッジドレディ １１戦２勝 賞金 １９，６００，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 マジックアロー号
（非抽選馬） ５頭 コスモエルベン号・ネイチャーグロウ号・パープルマジック号・プレストンペスカ号・メイショウボルト号
※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。



０４０６９ ２月１４日 晴 良 （２２京都２）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

８１５ シークエスト 牡５黒鹿５７ 池添 謙一宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 秋場牧場 ５１２＋１２１：２２．９ ４．９�

６１１ メイショウルシェロ 牝５黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４１６－ ２１：２３．１１ ４７．６�
５９ アルーリングムーン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ２１：２３．３１� ３．５�
５１０ アディアフォーン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ４ 〃 クビ ９．０�
１１ ス イ リ ン カ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４１６－ ４１：２３．５１� ９．６�
７１３ ショウリュウアクト 牡６栗 ５７ 和田 竜二上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８８＋ ６ 〃 ハナ ３９．３	
８１６ ミルクトーレル 牝６鹿 ５５ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５１４－ ４ 〃 ハナ ２７．１

７１４ ニホンピロタルト 牝６鹿 ５５ 木村 健小林百太郎氏 安達 昭夫 静内 佐竹 学 ４８４＋ ２１：２３．７１� ２２．６�

（兵庫）

４８ � ミゼリコルデ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-
ley Stud ５０８＋ ８ 〃 ハナ ５．９�

４７ 	 ウイニングドラゴン 牡４黒鹿５７ 田中 学奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ １４４．５
（兵庫）

６１２ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５５ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４６６－１２ 〃 同着 １５．２�
３６ 	 カミヒコーキ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ５０４＋ ６１：２３．８
 ６１．６�
３５ メ イ カ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６６－ ４ 〃 クビ １５．０�
２３ マルサンテクニカル 牡６鹿 ５７ 南井 大志松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４８６＋１４ 〃 ハナ ８５．７�
１２ ラヴファンタジスタ 牡５鹿 ５７ 小牧 太山本 英俊氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５３０－ ６１：２３．９クビ １２．０�
２４ ケンエンデバー 牝７鹿 ５５ 石橋 守中西 健造氏 本田 優 新冠 グラッドホースパーク ４６２－１０１：２４．３２
 ２８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８０４，３００円 複勝： ４３，９０４，４００円 枠連： ２８，８３４，０００円

普通馬連： １０７，６６７，７００円 馬単： ６６，６３０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６２３，３００円

３連複： １４４，７９４，７００円 ３連単： ２５１，９４４，６００円 計： ７０３，２０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２３０円 � １，０１０円 � １５０円 枠 連（６－８） ２，７８０円

普通馬連 �� １２，０００円 馬 単 �� ２３，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９６０円 �� ４００円 �� ２，６３０円

３ 連 複 ��� １４，８２０円 ３ 連 単 ��� １１９，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２３８０４３ 的中 � ３８６３７（２番人気）
複勝票数 計 ４３９０４４ 的中 � ４９１７６（３番人気）� ７９９６（１３番人気）� １１０４０５（１番人気）
枠連票数 計 ２８８３４０ 的中 （６－８） ７６６７（１２番人気）
普通馬連票数 計１０７６６７７ 的中 �� ６６２５（３９番人気）
馬単票数 計 ６６６３０７ 的中 �� ２１０３（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６２３３ 的中 �� ２０６６（４５番人気）�� ２５１８５（２番人気）�� ３１４４（３６番人気）
３連複票数 計１４４７９４７ 的中 ��� ７２１２（４６番人気）
３連単票数 計２５１９４４６ 的中 ��� １５６０（３５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．６―４８．８―１：００．１―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．１
３ １５，１１（１，１４）（４，１０，１３）（９，１２）５（７，８）（２，１６）６，３ ４ ・（１５，１１）（１，１４）１０（４，１３）（９，１２）（５，８）（７，１６）２（６，３）

勝馬の
紹 介

シークエスト �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．１２．２２ 阪神１着

２００５．４．１３生 牡５黒鹿 母 シュガースポット 母母 トゥースフェアリー １０戦４勝 賞金 ４１，７５０，０００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。
（非当選馬） １頭 テキーラ号
※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。



０４０７０ ２月１４日 曇 良 （２２京都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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５７ 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４５８＋ ２１：４７．３ ７３．１�

１１ � スカイリュウホー 牡６鹿 ５７ 小牧 太小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ４３．１�
８１０ アペリティフ �７鹿 ５７ 蛯名 正義前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：４７．４クビ １２．８�
５５ ロードニュースター 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ ３．３�
８１１ マルイチクエスト 牡８黒鹿５７ 熊沢 重文小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 マークリ牧場 ５１２－ ４ 〃 クビ １１１．６�
２２ ウィルビーキング �６栗 ５７ 福永 祐一前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ６１：４７．５	 １８．３�
６６ ヤマニンウイスカー 牡４青 ５６ M．デムーロ土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４９２－ ８１：４７．６
 ２．３	

（伊）

４４ マイネルクラリティ 牡４栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７２－ ４１：４７．７	 １４．５


６７ � サザンギャラクシー 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket
Pty Ltd ５２０－ ６ 〃 ハナ １７．６�

７９ テラノファントム 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４４－ ６１：４８．２３ １５．９�
７８ ブーケフレグランス 牝５栗 ５５ 四位 洋文 社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２６＋ ４１：４９．２６ ６．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，４７４，１００円 複勝： ５７，８４７，４００円 枠連： ２８，０９６，５００円

普通馬連： １３２，０７３，１００円 馬単： ９１，３３６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，６８２，１００円

３連複： １６５，３２１，２００円 ３連単： ３７５，４８０，５００円 計： ９２７，３１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，３１０円 複 勝 � ２，９７０円 � １，０００円 � ４３０円 枠 連（１－３） ２５，２６０円

普通馬連 �� ６９，１８０円 馬 単 �� １５８，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，６００円 �� １３，０１０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� ２８５，０７０円 ３ 連 単 ��� ２，４３０，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３６４７４１ 的中 � ３９３２（１０番人気）
複勝票数 計 ５７８４７４ 的中 � ４７５９（１０番人気）� １４８８１（９番人気）� ３９４８１（４番人気）
枠連票数 計 ２８０９６５ 的中 （１－３） ８２１（３０番人気）
普通馬連票数 計１３２０７３１ 的中 �� １４０９（５１番人気）
馬単票数 計 ９１３３６５ 的中 �� ４２６（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０６８２１ 的中 �� ９４０（４５番人気）�� ７６５（４７番人気）�� ３０９１（３３番人気）
３連複票数 計１６５３２１２ 的中 ��� ４２８（１４７番人気）
３連単票数 計３７５４８０５ 的中 ��� １１４（８９７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．３―１１．６―１２．３―１１．９―１１．８―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３５．５―４７．１―５９．４―１：１１．３―１：２３．１―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ １１－（１，６）８，４，９，２（３，５）（７，１０） ４ １１－６（１，４）８（２，３，９）（１０，５）７

勝馬の
紹 介

ド モ ナ ラ ズ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ナリタハヤブサ デビュー ２００７．１０．２１ 京都２着

２００５．１．９生 牡５栗 母 アンプルカット 母母 ギヤラントミシー ２１戦５勝 賞金 ６６，８０９，０００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。



０４０７１ ２月１４日 曇 良 （２２京都２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第５０回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （NHK賞） （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

NHK賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ ネオヴァンドーム 牡３鹿 ５６ M．デムーロ小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：４８．６ １３．８�
（伊）

８１１ レーヴドリアン 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 クビ ２．１�
７９ ステージプレゼンス 牡３芦 ５６ 川田 将雅臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：４８．８１� １６．２�
４４ インペリアルマーチ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５５６＋ ８１：４９．０１� ５．３�
６７ ダイワバーバリアン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１０－ ６ 〃 アタマ ４．８�
３３ シ ャ イ ン 牡３鹿 ５７ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４６４＋ ６１：４９．２１� １１．１�
５５ クォークスター 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：４９．３	 １６．９	
７８ サンライズクォリア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４５４＋ ５１：４９．５１� ５８．０

８１０ アドマイヤロイヤル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１６＋２４１：４９．６	 ２４．０�
６６ ダノンハラショー 牡３栗 ５６ 四位 洋文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：４９．８１	 ５０．５
１１ 
 メジャーテースト 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４５８＋ ４１：５０．３３ １３４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４０，６１８，０００円 複勝： １７７，７３９，２００円 枠連： ８２，９９６，２００円

普通馬連： ６０２，７１０，１００円 馬単： ３８４，７３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４９，４３４，７００円

３連複： ６５２，２９５，９００円 ３連単： １，７０４，２２６，１００円 計： ３，８９４，７５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（２－８） １，０９０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，５８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，６１０円 ３ 連 単 ��� ２３，６３０円

票 数

単勝票数 計１４０６１８０ 的中 � ８０８４８（５番人気）
複勝票数 計１７７７３９２ 的中 � １１１５３７（５番人気）� ７０３７２１（１番人気）� ９３４０３（６番人気）
枠連票数 計 ８２９９６２ 的中 （２－８） ５６５４６（５番人気）
普通馬連票数 計６０２７１０１ 的中 �� ３４４６４９（４番人気）
馬単票数 計３８４７３１８ 的中 �� ７３５９３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４９４３４７ 的中 �� ７７２４８（４番人気）�� ２１５７５（２２番人気）�� ７６３６９（５番人気）
３連複票数 計６５２２９５９ 的中 ��� １３３５１４（１３番人気）
３連単票数 計１７０４２２６１ 的中 ��� ５３２２８（７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３５．３―４７．６―１：００．４―１：１２．８―１：２４．８―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
３ １－（３，４）（７，５）９－（２，８）（６，１０）－１１ ４ １（３，４）（７，５）９（２，８）（６，１０）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオヴァンドーム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都２着

２００７．２．１９生 牡３鹿 母 プリンセスカット 母母 ブリリアントカット ５戦２勝 賞金 ５１，２２７，０００円
〔制裁〕 ネオヴァンドーム号の騎手M．デムーロは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４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１４日 曇 稍重 （２２京都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 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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ メイショウイッキ 牡５鹿 ５７ 角田 晃一松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４７６＋ ２１：１１．７ １２．３�

７１３ ピンクペガサス 牡５黒鹿５７ 福永 祐一木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０６＋ ４１：１１．９１ １４．５�
２４ サダムテンジン 牝４栗 ５５ 柴田 善臣大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４７８＋２２ 〃 クビ １４．４�
３６ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 木村 健三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５４６＋ ２１：１２．１１ ６．０�

（兵庫）

６１２ グロッキーバルボア 牡４鹿 ５７ M．デムーロ飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５００－ ４ 〃 アタマ ２．２�
（伊）

４７ リリーレインボー 牡５青鹿５７ 四位 洋文土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ５０４－ ２１：１２．２� ２４．３�
８１５ コウエイフラッシュ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７８－ ２１：１２．４１� ２９．９	
２３ ダ ス タ ッ プ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ４８２－ ２１：１２．５	 １２１．８

８１６ マイティーストーム 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５３２－１０１：１２．６クビ ２２．０�
５９ キ ア ー ロ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６６－ ８ 〃 クビ ９３．７
７１４ ミステリアスバイオ 牝５栗 ５５ 池添 謙一バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４７２－ ２１：１２．８１ １０．４�
１１ ミキノセレナーデ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４５４－ ２１：１３．２２� ２１．５�
１２ 
 ワイズドリーム 牝４栗 ５５ 川田 将雅吉田 好雄氏 吉田 直弘 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４７０＋ ２ 〃 クビ ２７．７�
５１０� ヤッパリツヨカッタ 牡５鹿 ５７ 田中 学国田 正忠氏 清水 久詞 門別 富川牧場 ４９８－ ８１：１３．５１	 １５７．０�

（兵庫）

３５ エイシンクエスト 牡４栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５０８－ ４１：１４．０３ １７．７�
４８ 
 フロムスクラッチ 牝５鹿 ５５ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 米 John C.

Oxley ４９６－ ２１：１４．９５ ２８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，０７２，２００円 複勝： ５６，９１６，４００円 枠連： ４６，６８４，３００円

普通馬連： １６０，５６７，８００円 馬単： ９８，２８８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，１６５，３００円

３連複： ２０２，７１２，０００円 ３連単： ３９２，３１３，８００円 計： １，０５２，７２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３９０円 � ４００円 � ５５０円 枠 連（６－７） ５９０円

普通馬連 �� ９，４４０円 馬 単 �� １７，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６２０円 �� ３，４７０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� ５０，０１０円 ３ 連 単 ��� ３２９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ４４０７２２ 的中 � ２８２８８（４番人気）
複勝票数 計 ５６９１６４ 的中 � ４０３０３（４番人気）� ３９０４２（５番人気）� ２６３９５（９番人気）
枠連票数 計 ４６６８４３ 的中 （６－７） ５８５１８（２番人気）
普通馬連票数 計１６０５６７８ 的中 �� １２５６６（３０番人気）
馬単票数 計 ９８２８８５ 的中 �� ４１１９（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１１６５３ 的中 �� ４８３５（２５番人気）�� ３６１９（４０番人気）�� ４０３３（３４番人気）
３連複票数 計２０２７１２０ 的中 ��� ２９９２（１４６番人気）
３連単票数 計３９２３１３８ 的中 ��� ８７８（８９４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．８―１２．１―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．０―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイッキ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２００７．９．１５ 札幌９着

２００５．４．１８生 牡５鹿 母 ナガラフラッシュ 母母 ノトリイフオー ２６戦３勝 賞金 ４９，２５０，０００円
〔発走状況〕 エイシンクエスト号は，枠内駐立不良〔突進〕。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 エイシンクエスト号は，発走調教再審査。
※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。



（２２京都２）第６日 ２月１４日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２５５，１２０，０００円
２，１３０，０００円
１６，７９０，０００円
１，４７０，０００円
２５，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，５５７，５００円
５，４３７，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
３８４，８６７，１００円
６０５，２３３，３００円
３０６，９０３，２００円
１，３６５，８３２，７００円
９２３，９６２，０００円
４２６，２１０，０００円
１，６７３，０７２，０００円
３，６００，６８０，４００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 ９，２８６，７６０，７００円

総入場人員 ２３，２６９名 （有料入場人員 ２１，８３６名）




