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０４０２５ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３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）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ ユリオプスデイジー 牝３栗 ５４ 福永 祐一飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ２１：１４．１ ４．３�

７１４ ビナスイート 牝３栗 ５４ 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 ４８４＋ ２１：１４．２� ５．２�
１２ メイショウオハツ 牝３黒鹿５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４８２＋ ６１：１４．３クビ １６．７�
２４ ジツリキネオ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 ４５６± ０１：１４．４� １１．０�
６１１ タガノプラージュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８０－１０１：１４．５� ８．０�

５９ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�大野商事 鹿戸 明 新冠 �渡 信義 ４５８－ ４１：１４．８１� ２１９．３	
１１ ローザロッチェ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎�川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ５０２－ ４１：１５．２２� ４０．２

７１３ プリンセスカナ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７４－ ８ 〃 クビ ２３．９�
８１６ ピエナアプローズ 牝３黒鹿５４ 武 豊本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６８－ ４１：１６．１５ ４．５�
２３ ピンウィール 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－１２１：１６．２� ２９．９�
８１５ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 村田 一誠飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４４０－ ６１：１６．７３ ８１．０�
５１０ ゴールドクリチャン 牝３栗 ５４ 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 武田 修一 ４５２＋ ４１：１７．５５ ３４４．６�
３５ マルサンボサツ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥松井三千年氏 小原伊佐美 日高 福山牧場 ４５２－ ２１：１７．９２� １６２．３�
３６ アカデミーダンサー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 B４７８＋ ２１：１８．０� ２７４．７�
６１２ サンマルクイーン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 ４６２－ ４１：１８．７４ ４．９�
４７ ラ ブ ス リ ー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ４８２± ０１：１９．０２ ４１８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０７９，５００円 複勝： ２５，６０７，６００円 枠連： １１，５３１，１００円

馬連： ３６，０４１，８００円 馬単： ２２，６４３，５００円 ワイド： １８，３１７，０００円

３連複： ５２，８８０，８００円 ３連単： ７６，２１３，９００円 計： ２５７，３１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ３８０円 枠 連（４－７） ７６０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ９２０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� １３，１５０円

票 数

単勝票数 計 １４０７９５ 的中 � ２６３４２（１番人気）
複勝票数 計 ２５６０７６ 的中 � ４８５８４（１番人気）� ３６１２２（３番人気）� １４１５３（７番人気）
枠連票数 計 １１５３１１ 的中 （４－７） １１２６０（２番人気）
馬連票数 計 ３６０４１８ 的中 �� ２６４１０（１番人気）
馬単票数 計 ２２６４３５ 的中 �� ８７７５（１番人気）
ワイド票数 計 １８３１７０ 的中 �� １５５７５（１番人気）�� ４６３０（１５番人気）�� ５０４４（１４番人気）
３連複票数 計 ５２８８０８ 的中 ��� １２１００（１０番人気）
３連単票数 計 ７６２１３９ 的中 ��� ４２７８（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．２―１２．５―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３６．１―４８．６―１：０１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユリオプスデイジー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神５着

２００９．１．２９生 牝３栗 母 ロジカルクィーン 母母 Laguna Seca ３戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 ビナスイート号の調教師作田誠二は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルクイーン号は，平成２４年３月４日まで平地競走に出走できない。

ラブスリー号は，平成２４年４月４日まで平地競走に出走できない。

０４０２６ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１３ レッドバビロン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：５６．１ ３．６�

５１０ ジョナパランセ 牡３栗 ５６ 川田 将雅青木 基秀氏 小崎 憲 日高 グリーンヒルスタッド ４８０－ ６１：５６．４１� ７．７�
７１４ ローレルブレイズ 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ローレルレーシング 大久保龍志 新冠 松浦牧場 ５０６－ ４１：５６．５� １．８�
１２ メイショウアルザス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ２４．８�
６１１ コパノウェルス 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５０８＋１０１：５６．８１� ３１．５�
４７ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：５７．０１� ２１．６	
２３ オリオンザパワー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文平本 敏夫氏 昆 貢 様似 林 時春 ４７２＋ ２１：５７．３１� １８．６

１１ シゲルスイカ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 ４８６＋ ４１：５７．５１� ３６．６�
６１２ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５６ 小林 徹弥鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７４± ０１：５７．６クビ ７７．１�
８１５ タガノビッグバン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０８－ ８１：５７．８１� １５３．４
３６ ケイツークロート 牝３栗 ５４ 村田 一誠楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４５２＋ ６ 〃 アタマ ２３６．７�
８１６ スリートップガン 牡３栗 ５６ 武 豊永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ５０４－ ４ 〃 ハナ ２６．７�
２４ エイトビート 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７８－ ６１：５８．７５ ９８．０�
３５ アスカノラポール 牡３栗 ５６ 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５３２＋ ４１：５８．９１� ３０５．１�
４８ プレジャーサイン 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４８２－ ６１：５９．２１� １３８．８�
５９ ホッコーアスカ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４４６－ ８２：００．０５ ４４０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９８５，０００円 複勝： ４６，９９５，０００円 枠連： １２，０２７，１００円

馬連： ３７，７１２，２００円 馬単： ２９，５４１，５００円 ワイド： １８，８６８，７００円

３連複： ５４，１３１，８００円 ３連単： ９２，９５７，１００円 計： ３１４，２１８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（５－７） ４３０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ５，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２１９８５０ 的中 � ４９２０４（２番人気）
複勝票数 計 ４６９９５０ 的中 � ５８４１０（２番人気）� ４６８６０（３番人気）� ２６４２３３（１番人気）
枠連票数 計 １２０２７１ 的中 （５－７） ２０８５６（２番人気）
馬連票数 計 ３７７１２２ 的中 �� ２１６１９（３番人気）
馬単票数 計 ２９５４１５ 的中 �� １０５０６（７番人気）
ワイド票数 計 １８８６８７ 的中 �� １１４０７（３番人気）�� ２９１９１（１番人気）�� ２４９６１（２番人気）
３連複票数 計 ５４１３１８ 的中 ��� ６４９６１（１番人気）
３連単票数 計 ９２９５７１ 的中 ��� １３０５８（８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１３．４―１４．１―１３．９―１３．３―１２．９―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３７．０―５１．１―１：０５．０―１：１８．３―１：３１．２―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３７．８
１
３
２（１０，１６）１３，１４－（３，１５）－（８，１１）（６，７）１２，１，５－９＝４・（２，１０）１６（１３，３，１４）（８，１５，１１）（７，１２）（６，１）－（５，４）＝９

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

勝馬の
紹 介

レッドバビロン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．１０．２９ 京都６着

２００９．４．３０生 牡３青鹿 母 マ ニ エ ラ 母母 カ ト リ ア ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 シゲルスイカ号の騎手高倉稜は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影響）
※ホッコーアスカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回 京都競馬 第３日



０４０２７ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

６１２ ペガサスフォース 牡３栗 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ４１：２７．７ ２０．９�

２４ � エイシンピューマ 牝３青鹿５４ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米
O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

４５８＋ ２１：２７．８� ３．１�
１１ � フ ェ ロ ー ズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc

Farm ５２６＋ ６１：２８．０１� １２．９�
６１１ ヤマカツナタリー 牝３栗 ５４ 秋山真一郎山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４３６± ０１：２８．２１� ６３．０�
４８ ギルドマスター 牡３栗 ５６ 四位 洋文香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４８８＋ ２１：２８．４１� １１．８�
７１３ クレバーウルフ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか グランド牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ５．９�
３６ メイショウドルセー 牡３黒鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ２１：２８．５クビ ９．４	
５９ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉
イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４４４＋ ４１：２９．２４ ５８．９�
５１０ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２６－ ２１：２９．４１� ４８．３�
８１６ スマイルキャッチャ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 
フジワラ・ファーム 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ４１：２９．７２ ２０３．１
２３ トウカイカンターレ 牡３鹿 ５６ 武 豊内村 正則氏 牧浦 充徳 新冠 長浜牧場 ４８２－ ８１：３０．１２� １８．４�
３５ オパールキッド 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか 静内白井牧場 ４４８± ０１：３０．２クビ ２４７．１�
７１４ カレンシュガーレイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４５６＋ ２１：３０．５１	 ３．３�
４７ ブラックビスケット 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 ４２２＋ ４１：３０．７１� ８０．７�
８１５ フェアリーズサン 牡３栃栗５６ 村田 一誠河村 �平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４６２－ ６１：３１．１２� ３８１．４�
１２ キボウノハナ 牝３芦 ５４ 飯田 祐史華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ２１：３１．５２� ８１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６４８，７００円 複勝： ２９，２１４，９００円 枠連： １２，９０９，９００円

馬連： ４０，３５２，３００円 馬単： ２７，２２３，１００円 ワイド： １９，１０２，９００円

３連複： ５５，７１１，０００円 ３連単： ８５，７７９，７００円 計： ２８６，９４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ５３０円 � １６０円 � ３９０円 枠 連（２－６） １，９００円

馬 連 �� ２，６８０円 馬 単 �� １０，０３０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� １，７９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １０，３００円 ３ 連 単 ��� ７７，８７０円

票 数

単勝票数 計 １６６４８７ 的中 � ６２９２（８番人気）
複勝票数 計 ２９２１４９ 的中 � １２００３（８番人気）� ６４６２１（１番人気）� １６９９０（６番人気）
枠連票数 計 １２９０９９ 的中 （２－６） ５０４１（１０番人気）
馬連票数 計 ４０３５２３ 的中 �� １１１２７（１２番人気）
馬単票数 計 ２７２２３１ 的中 �� ２００４（３４番人気）
ワイド票数 計 １９１０２９ 的中 �� ４００９（１５番人気）�� ２５４３（２０番人気）�� ７８９５（５番人気）
３連複票数 計 ５５７１１０ 的中 ��� ３９９４（３４番人気）
３連単票数 計 ８５７７９７ 的中 ��� ８１３（２２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．５―１３．０―１２．９―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．２―３６．７―４９．７―１：０２．６―１：１５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペガサスフォース �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．１０．８ 京都４着

２００９．５．８生 牡３栗 母 ショウナンラビアル 母母 ショウナンアクシア ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エドノボルト号・シゲルマスカット号・ロードエストレーラ号

０４０２８ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

３５ ネ ク タ ル 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：５７．６ ４．０�

２３ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 ５１０ ―１：５７．８１� ３．８�
２４ オウケンイチゲキ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５４ ―１：５８．４３� ３．０�
５９ マコトアンバサダー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４８８ ―１：５８．９３ ６８．０�
８１６ エーシングッデイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 川端 英幸 ４６８ ― 〃 クビ １１．０�
６１２ ラ ン プ ー ン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ５０８ ―１：５９．６４ ２４．６	
３６ ハクユウシャンティ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �H.Iコーポレーション 武 宏平 新ひだか 田原橋本牧場 ４６６ ―２：００．０２� ３７．７

７１４ シルバードラゴン 牡３鹿 ５６ 国分 恭介窪田 芳郎氏 牧 光二 青森 オオタ牧場 ５１４ ―２：００．１� ３８．０�
８１５ ジャイロプレーン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二吉田 哲哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３４ ―２：００．２� ６８．０�
６１１ チーフベアキャット 牡３栗 ５６ 小牧 太熊田 晋作氏 羽月 友彦 白老 習志野牧場 ４６０ ― 〃 クビ １１７．７
１２ アラビアンパール 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ―２：００．５１� ２１．８�
５１０ アメイズリー 牡３黒鹿５６ 村田 一誠武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７０ ― 〃 同着 １９．５�
４７ ワイドラブナ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦幅田 昌伸氏 梅田 智之 浦河 杵臼牧場 ５００ ―２：０１．１３� ７０．４�
１１ ユニヴェール 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８４ ― 〃 クビ ７８．３�
７１３ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 ４８０ ―２：０２．１６ ３０９．３�
４８ カリスマサンキング 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５４０ ―２：０３．７１０ １８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７５４，１００円 複勝： ２１，１２３，０００円 枠連： １１，７０７，１００円

馬連： ２９，５６３，５００円 馬単： ２２，９９４，１００円 ワイド： １４，５９９，７００円

３連複： ４１，００８，５００円 ３連単： ６４，１６５，０００円 計： ２１９，９１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－３） ３６０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２６０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� ３，０１０円

票 数

単勝票数 計 １４７５４１ 的中 � ２９５５２（３番人気）
複勝票数 計 ２１１２３０ 的中 � ３５１３６（３番人気）� ４７３４１（２番人気）� ４９０９２（１番人気）
枠連票数 計 １１７０７１ 的中 （２－３） ２４５３５（１番人気）
馬連票数 計 ２９５６３５ 的中 �� ２６４２０（３番人気）
馬単票数 計 ２２９９４１ 的中 �� １０６０１（６番人気）
ワイド票数 計 １４５９９７ 的中 �� １０５６２（３番人気）�� １３８９５（２番人気）�� ２１６７７（１番人気）
３連複票数 計 ４１００８５ 的中 ��� ６１６４９（１番人気）
３連単票数 計 ６４１６５０ 的中 ��� １５７７２（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１４．３―１４．２―１３．４―１３．５―１３．１―１２．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３８．７―５２．９―１：０６．３―１：１９．８―１：３２．９―１：４５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．８
１
３
３，１３，１４（４，６，１６）（５，１０，１５）９（２，１２）７（１，１１）－８・（３，１２）４（５，６，１３，１４，１５）（１６，７）９，８（２，１０）（１，１１）

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

勝馬の
紹 介

ネ ク タ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat 初出走

２００９．３．１０生 牡３栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カリスマサンキング号は，平成２４年３月４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウインロウ号



０４０２９ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

３５ スピークソフトリー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４－ ６１：３６．５ ５６．８�

４７ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ６１：３６．６� ８．１�
５９ ハッピーアビラ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４４６－ ８１：３６．７� ２５．８�
２４ トワイスアップ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４３８－ ４１：３７．１２� １１．６�
８１６ アドマイヤギャラン 牝３青鹿５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７０－ ８１：３７．２� ４．２�
５１０ アサヒノネネ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４１６± ０１：３７．３� ３１４．４�
７１３ パトリオット 牝３黒鹿５４ 幸 英明ディアレスト 山内 研二 新冠 細川農場 ４７２－ ２ 〃 クビ ６．０	
２３ オメガセニョリーナ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６４＋１０１：３７．５１� ４．３

１１ サマーハピネス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 ４９４＋ ４１：３７．６クビ ７．２�
７１４ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４ 太宰 啓介大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１６＋ ２ 〃 クビ １１４．８
４８ デイジーバローズ 牝３栗 ５４ 武 豊猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４０± ０１：３７．８１� ２４．０�
１２ シゲルトマト 牝３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８＋ ２１：３７．９� ４２．５�
６１２ ショウナンマオ 牝３鹿 ５４ 小牧 太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４± ０１：３８．０� ４０．９�
８１５ ジャスティシア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４４４－ ８１：３８．４２� １１．４�
３６ クレバーインパクト 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 ４２８－１２１：３８．５クビ ６１．０�
６１１ キタサンエデン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�大野商事 友道 康夫 浦河 辻 牧場 ４３０－１０１：４１．９大差 １２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２９８，５００円 複勝： ４４，２６６，５００円 枠連： １７，２４９，２００円

馬連： ５１，４５３，１００円 馬単： ３２，４３９，４００円 ワイド： ２５，４３５，２００円

３連複： ７２，４４９，４００円 ３連単： １０７，１８５，２００円 計： ３７２，７７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６８０円 複 勝 � ２，５００円 � ２６０円 � ７１０円 枠 連（３－４） ８，３３０円

馬 連 �� ３９，１１０円 馬 単 �� ９５，０１０円

ワ イ ド �� ９，３３０円 �� １４，７７０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ２２１，８６０円 ３ 連 単 ��� １，３６３，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２２２９８５ 的中 � ３０９８（１２番人気）
複勝票数 計 ４４２６６５ 的中 � ４０４４（１４番人気）� ５４７３０（３番人気）� １５５９３（８番人気）
枠連票数 計 １７２４９２ 的中 （３－４） １５２９（２６番人気）
馬連票数 計 ５１４５３１ 的中 �� ９７１（７１番人気）
馬単票数 計 ３２４３９４ 的中 �� ２５２（１５１番人気）
ワイド票数 計 ２５４３５２ 的中 �� ６６７（６８番人気）�� ４２０（８３番人気）�� ２３６３（３０番人気）
３連複票数 計 ７２４４９４ 的中 ��� ２４１（３０１番人気）
３連単票数 計１０７１８５２ 的中 ��� ５８（１８１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．１―１２．６―１２．２―１１．８―１１．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．３―３６．４―４９．０―１：０１．２―１：１３．０―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピークソフトリー �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２７ 京都８着

２００９．４．９生 牝３鹿 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタサンエデン号は，平成２４年３月４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 タガノカノープス号

０４０３０ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２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

７８ ヒ ー ロ ー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５３２－ ６１：１３．９ １．３�

５５ タイキガラハッド 牡４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 ５０６＋ ４ 〃 クビ ６．７�

６６ � アランルース �４栃栗５７ 村田 一誠�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４４８－ ６１：１４．２１� １５．０�
８１０ ポリティカルパワー 牡５青 ５７ 渡辺 薫彦加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ １２．６�
７７ � エルウェーオージャ 牡４青 ５７ 国分 恭介雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４９０± ０１：１４．３� ４５．２�
１１ ヤマニンアルシェ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ５０４＋ ２１：１４．４� ２３．１�
２２ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７８＋ ６１：１４．５クビ ７６．０	
４４ ノボジュピター 牡６栗 ５７

５６ ☆高倉 稜
LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ １２．４�
３３ マキハタピンナップ 牝５青鹿５５ 安藤 光彰�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４６２± ０１：１５．８８ ５１．７�
８９ ティンクルチャーミ 牝５芦 ５５ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム ４２６－ ６１：１６．８６ １５４．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，１３１，３００円 複勝： ６３，３６３，２００円 枠連： ８，５５０，７００円

馬連： ３２，４９２，２００円 馬単： ３５，５２４，９００円 ワイド： １８，７７２，８００円

３連複： ４６，３１０，４００円 ３連単： １２５，８３１，７００円 計： ３５１，９７７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（５－７） ３４０円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� １，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１３１３ 的中 � １３０８３４（１番人気）
複勝票数 計 ６３３６３２ 的中 � ４４６９５７（１番人気）� ４９８７８（２番人気）� ２５７１７（５番人気）
枠連票数 計 ８５５０７ 的中 （５－７） １８８９４（１番人気）
馬連票数 計 ３２４９２２ 的中 �� ７１２６９（１番人気）
馬単票数 計 ３５５２４９ 的中 �� ６２７５１（１番人気）
ワイド票数 計 １８７７２８ 的中 �� ３４１６７（１番人気）�� １５４０１（４番人気）�� ５８６８（８番人気）
３連複票数 計 ４６３１０４ 的中 ��� ４０７００（３番人気）
３連単票数 計１２５８３１７ 的中 ��� ４９５８３（３番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．６―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．７―３７．３―４９．５―１：０１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．６
３ ２（５，６）（３，４，８）（１，７，９）１０ ４ ２，５，６（４，８）（３，１，７，９）１０

勝馬の
紹 介

ヒ ー ロ ー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．４．１１ 阪神２着

２００７．２．２６生 牡５栗 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ １４戦３勝 賞金 ３４，４３０，０００円



０４０３１ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

２２ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５７ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４６８＋ ２１：５４．８ ４．１�

８１４ トーセンウィーク 牡４栗 ５６ 川田 将雅島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５３８＋ ６ 〃 クビ ４．５�
６９ � サンマルヴィエント 牡４栗 ５６ 藤田 伸二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７０－ ６１：５５．１１� １４．５�
８１３ サンライズブレット 牡４栗 ５６ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：５５．２クビ １．９�
５７ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 藤岡 佑介内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２６－ ４１：５５．５２ １９．２�
５８ アイティテイオー 牡４栗 ５６

５５ ☆高倉 稜一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６４－ ４１：５５．７１	 ９９．３�
６１０ チャンピオンハーレ 牡５黒鹿５７ 幸 英明坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４７４－ ６１：５５．８
 ４８．８	
３４ � アドマイヤキャロル 牝５黒鹿５５ 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８０－ ６１：５６．０１
 ７０．３

３３ �� イメージレイナ 牝５青鹿

５５
５２ ▲花田 大昂岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４５６± ０１：５６．２１	 １８６．０�
１１ シルクレグルス 牡４鹿 ５６ 小牧 太有限会社シルク藤沢 則雄 浦河 高野牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ４７．０�
４６ タガノアルザン 牡４栗 ５６ 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４８４－ ２１：５６．４１	 ２７１．６
７１１ ジャポニズム �５鹿 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４± ０１：５６．５� ３０．６�
４５ シルクジェネラーレ 牡４栗 ５６ 佐藤 哲三有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ６ 〃 アタマ １０３．４�
７１２� ラブロジック 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志ディアレスト 福島 信晴 新冠 北星村田牧場 ４８０－ ４１：５６．６� ２６３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，２９３，９００円 複勝： ５４，５５３，７００円 枠連： １６，７２７，６００円

馬連： ４９，８６２，４００円 馬単： ４１，４５８，０００円 ワイド： ２４，２９５，６００円

３連複： ６７，７４１，０００円 ３連単： １３６，６９８，７００円 計： ４１６，６３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � ４２０円 枠 連（２－８） ２５０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ６００円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ４，３３０円 ３ 連 単 ��� １５，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２５２９３９ 的中 � ４８９９２（２番人気）
複勝票数 計 ５４５５３７ 的中 � ９４３３０（２番人気）� ５３１５６（３番人気）� ２９２４０（４番人気）
枠連票数 計 １６７２７６ 的中 （２－８） ５０４６１（１番人気）
馬連票数 計 ４９８６２４ 的中 �� ３８９１３（３番人気）
馬単票数 計 ４１４５８０ 的中 �� １６３２０（８番人気）
ワイド票数 計 ２４２９５６ 的中 �� １３７８５（４番人気）�� １０００９（６番人気）�� ６４１４（８番人気）
３連複票数 計 ６７７４１０ 的中 ��� １１５４９（１５番人気）
３連単票数 計１３６６９８７ 的中 ��� ６５０３（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．８―５０．０―１：０３．４―１：１６．７―１：２９．８―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステキナシャチョウ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Mud Route デビュー ２０１０．５．２ 京都４着

２００７．４．１４生 牡５鹿 母 リーチトゥピース 母母 Waki Betty １５戦３勝 賞金 ３８，１３６，０００円
〔制裁〕 ステキナシャチョウ号の騎手大下智は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（４番・６番への進路影響）

０４０３２ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．８
１：５６．１

良

良

５６ コアレスドラード 牡４栗 ５６ 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４６± ０２：００．２ ６．０�

７１０ ゴットラウディー 牡４鹿 ５６ 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４７２± ０２：００．３� ８．３�
６９ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５０２＋ ６２：００．５１� ２．３�
８１２ ヴィーヴァギブソン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５２４＋１０ 〃 クビ ４１．８�
２２ ナムラボルテージ 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７０± ０２：０１．１３	 ４４．５�
８１３ リトルダーリン 牝４黒鹿５４ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１４＋ ４２：０１．３１	 ４．７�
３３ タガノエベンヌ 牝４黒鹿５４ 熊沢 重文八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０＋ ６２：０１．６１� ５０．６	
４４ タガノガルーダ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ ３０．１

１１ オカゲサマデ 牝６鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４６６＋ ４２：０２．５５ １８２．７�
７１１ ベルグミサイル 牡８芦 ５７

５４ ▲花田 大昂山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４８２－ ２２：０２．７１� ３０４．０�
５７ パルクエスト 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５２０＋１４２：０２．８� １０６．９
６８ カリスマミッキー 牡４栗 ５６ 長谷川浩大三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８２－ ４２：０２．９	 ２３．５�
４５ メイショウナルト 牡４鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 B４６０－ ２２：０５．２大差 ６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１３，８００円 複勝： ３５，７５３，８００円 枠連： １３，０４１，３００円

馬連： ５２，９７３，０００円 馬単： ３３，９６２，３００円 ワイド： ２２，５１４，３００円

３連複： ６７，２１７，６００円 ３連単： １２０，０５３，３００円 計： ３６７，９２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（５－７） ２，２２０円

馬 連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ３２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� １３，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２２４１３８ 的中 � ２９５０５（３番人気）
複勝票数 計 ３５７５３８ 的中 � ４８６５２（４番人気）� ５３２０９（３番人気）� ９６４０３（１番人気）
枠連票数 計 １３０４１３ 的中 （５－７） ４３４１（１１番人気）
馬連票数 計 ５２９７３０ 的中 �� １７５９５（１０番人気）
馬単票数 計 ３３９６２３ 的中 �� ５５０５（１９番人気）
ワイド票数 計 ２２５１４３ 的中 �� ８３８０（８番人気）�� １８１３１（３番人気）�� ２０４５９（２番人気）
３連複票数 計 ６７２１７６ 的中 ��� ３６２４９（５番人気）
３連単票数 計１２００５３３ 的中 ��� ６６７６（３６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１２．２―１２．１―１１．７―１２．６―１２．８―１２．２―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２２．９―３５．１―４７．２―５８．９―１：１１．５―１：２４．３―１：３６．５―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コアレスドラード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Bellotto デビュー ２０１１．１．８ 京都７着

２００８．３．１４生 牡４栗 母 ラスブライティア 母母 Rass Dancer １１戦２勝 賞金 ２１，２５０，０００円



０４０３３ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第９競走 ��
��１，４００�

いかるが

斑鳩ステークス
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５７ ル ナ キ ッ ズ 牡６栗 ５７ 藤田 伸二畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７４＋ ６１：２２．３ ５．４�

２２ ワ イ ズ リ ー �４栗 ５７ 小林 徹弥前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ３．９�
７１０ ティアップゴールド 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ３．９�
３３ サウンドバリアー 牝５芦 ５５ 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ ９．１�
７１１ マッシヴエンペラー 牡７栗 ５７ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ５０８＋１４１：２２．４� ６８．５�
１１ ナシュワンヒーロー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４４６－ ４１：２２．５	 ８．８�
６９ 
 ファンドリノチカラ 牡５鹿 ５７ 小牧 太水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４６４＋ ８１：２２．７１� ４２．０�
６８ アグネスヨジゲン 牡９鹿 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ５００＋ ４１：２２．９１� ７７．６	
８１２ キヲウエタオトコ 牡７鹿 ５７ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６８－ ６１：２３．０	 １４８．３

４５ マイネショコラーデ 牝４青鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ２５．９�
５６ タイガーストーン 牡６鹿 ５７ 川田 将雅河� 五市氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０８－ ４１：２３．１	 ２２．０
８１３ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 四位 洋文東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４８＋ ２ 〃 クビ ５．４�
４４ アキノパンチ 牡８鹿 ５７ 国分 恭介穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５１０＋ ８１：２３．２クビ ３４７．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，７７８，６００円 複勝： ５５，７１５，１００円 枠連： ２０，４０３，６００円

馬連： １０１，０８７，９００円 馬単： ５４，８０１，４００円 ワイド： ３５，００７，２００円

３連複： １２７，４０９，２００円 ３連単： ２１７，３０４，６００円 計： ６４０，５０７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（２－５） １，０６０円

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ４６０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� １０，５００円

票 数

単勝票数 計 ２８７７８６ 的中 � ４２５９５（３番人気）
複勝票数 計 ５５７１５１ 的中 � ８１０００（４番人気）� １１１９７９（１番人気）� ８７２７４（３番人気）
枠連票数 計 ２０４０３６ 的中 （２－５） １４３１８（５番人気）
馬連票数 計１０１０８７９ 的中 �� ６５８６４（４番人気）
馬単票数 計 ５４８０１４ 的中 �� １５３７１（１１番人気）
ワイド票数 計 ３５００７２ 的中 �� ２１８６８（４番人気）�� １８５６８（６番人気）�� ２２６３２（３番人気）
３連複票数 計１２７４０９２ 的中 ��� ５８８２３（３番人気）
３連単票数 計２１７３０４６ 的中 ��� １５２８１（２６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．８―１１．９―１１．７―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．２―３６．０―４７．９―５９．６―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ナ キ ッ ズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．３．２２ 阪神３着

２００６．４．１６生 牡６栗 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー ３２戦５勝 賞金 ８６，２５０，０００円
〔制裁〕 ティアップゴールド号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進

路影響）

０４０３４ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�エルフィンステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７９ サンシャイン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４１６－ ６１：３６．９ ３．７�

６７ フレイムコード 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４５４－ ４１：３７．１１� １２．１�
７８ タガノキャンドル 牝３黒鹿５４ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１２－１０１：３７．２クビ ４．４�
６６ クッカーニャ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４６０＋１２１：３７．３� １１．２�
８１１ ウイングザムーン 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６８－１４ 〃 アタマ ８．６�
４４ ストレイトガール 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 ４２２－ ２ 〃 アタマ ６３．９�
１１ ロゼシャンパーニュ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４１８＋ ４１：３７．５１ ２６．１	
３３ ラフレーズカフェ 牝３青鹿５４ 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ３．１

５５ トーホウアマポーラ 牝３栗 ５４ 幸 英明東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ３５．３�
８１０ キボウダクリチャン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４４８＋ ６１：３７．７１	 ３５．３
２２ アブシンベル 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４２０＋ ４１：３８．３３� ３０．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，４３０，８００円 複勝： ５４，６５８，１００円 枠連： ２５，９１５，２００円

馬連： １１３，８０５，２００円 馬単： ６７，７６８，３００円 ワイド： ４０，８９２，４００円

３連複： １２８，９８４，７００円 ３連単： ２６１，０８２，２００円 計： ７３２，５３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（６－７） ７４０円

馬 連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ３５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 ��� １６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３９４３０８ 的中 � ８６２０６（２番人気）
複勝票数 計 ５４６５８１ 的中 � ９９７６６（３番人気）� ４０５２６（５番人気）� １０９２９７（２番人気）
枠連票数 計 ２５９１５２ 的中 （６－７） ２６１４４（２番人気）
馬連票数 計１１３８０５２ 的中 �� ３７３９６（８番人気）
馬単票数 計 ６７７６８３ 的中 �� １５７２７（１１番人気）
ワイド票数 計 ４０８９２４ 的中 �� １２８４１（８番人気）�� ３１３６０（３番人気）�� １４４０１（７番人気）
３連複票数 計１２８９８４７ 的中 ��� ３７１６６（７番人気）
３連単票数 計２６１０８２２ 的中 ��� １１６００（５０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．３―１３．３―１２．８―１１．４―１１．５―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．５―３６．８―５０．１―１：０２．９―１：１４．３―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンシャイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神１着

２００９．２．２５生 牝３黒鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka ３戦２勝 賞金 ２６，２６６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



０４０３５ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�すばるステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００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

８１２ ケイアイテンジン 牡６栗 ５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８６± ０１：１１．１ ７．７�

４４ ゼンノベラーノ 牡５鹿 ５６ 幸 英明大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３６－ ２１：１１．５２� ６．９�
１１ トーホウチェイサー 牡５栗 ５６ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４９６＋１６１：１１．８２ １３．５�
５７ メイショウデイム 牝５黒鹿５４ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４６８＋ ２１：１２．０１	 １５．１�
３３ アウトクラトール 牡７鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：１２．１� ６８．８�
６８ シゲルソウウン 
５栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 仲野牧場 ５３４＋ ４ 〃 ハナ ２８．５	
４５ サウンドアクシス 牡６栗 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 クビ １８．１

５６ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０８± ０１：１２．２� １６．４�
７１０ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：１２．４１	 ３．４�
２２ レディルージュ 牝６青鹿５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム B４５０－ ４１：１２．８２� ３．１
６９ アドバンスウェイ 牡６鹿 ５６ 小牧 太西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０６＋ ２ 〃 ハナ ２９．５�
８１３ トゥニーポート 牝５黒鹿５４ 高倉 稜�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ １２３．７�
７１１� ミリオンディスク 牡８栗 ６０ 村田 一誠 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２８－ ４１：１３．２２� ５８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，４３４，５００円 複勝： ９７，２２２，８００円 枠連： ４５，２９７，１００円

馬連： ２３８，６６８，８００円 馬単： １２５，３７３，９００円 ワイド： ７９，７６３，９００円

３連複： ３１３，８７９，７００円 ３連単： ５９１，０５８，７００円 計： １，５４８，６９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � ４４０円 枠 連（４－８） ２，２２０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� １，８３０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� １１，２５０円 ３ 連 単 ��� ６６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ５７４３４５ 的中 � ５８８６２（４番人気）
複勝票数 計 ９７２２２８ 的中 � ９４６８１（４番人気）� １１３２０２（３番人気）� ５３３４７（６番人気）
枠連票数 計 ４５２９７１ 的中 （４－８） １５０６７（１０番人気）
馬連票数 計２３８６６８８ 的中 �� ５８７４４（１３番人気）
馬単票数 計１２５３７３９ 的中 �� １４５１５（２２番人気）
ワイド票数 計 ７９７６３９ 的中 �� １８０１８（１３番人気）�� １０６０６（２２番人気）�� １３０６２（１６番人気）
３連複票数 計３１３８７９７ 的中 ��� ２０６０４（３９番人気）
３連単票数 計５９１０５８７ 的中 ��� ６５８８（２０７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１１．９―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．６―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．４
３ ６，１２（２，４，１３）（１，３，５）（８，１０）７（９，１１） ４ ・（６，１２）４（２，１３）（３，５）１（７，８，１０）９，１１
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６栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ２５戦７勝 賞金 １５２，２２２，０００円
［他本会外：３戦０勝］

０４０３６ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１３ スズカホープ �４鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７６＋ ２１：５３．５ ３．８�

３５ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ５００＋ ２ 〃 ハナ ４．５�
６１１ カリズマクレスト 牡６栗 ５７

５６ ☆高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ５１０＋ ２１：５３．６� ２１９．２�
８１６ ダノンジュピター 牡７栗 ５７ 福永 祐一�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９０＋ ２１：５４．０２� １１．３�
５１０ ドリームアライブ �６黒鹿５７ 村田 一誠前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６－ ４ 〃 ハナ ９．０�
４７ タガノジョーカー 牝５栗 ５５ 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４５２－１６１：５４．２１	 ３４．６�
５９ キーネプチューン 牡６鹿 ５７ 岩崎 祐己北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４８８＋ ２１：５４．４１	 ６２．８	
２４ コアレスカポーテ 牡７鹿 ５７ 川田 将雅小林 昌志氏 木村 哲也 静内 静内酒井牧場 ４８０－ ６１：５４．５� １９．７

１２ ツルマルシルバー 牡８芦 ５７ 安藤 光彰鶴田 鈴子氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ２８０．０�
６１２ シンクオブミー 牝４鹿 ５４ 岩田 康誠島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４５８－ ４１：５４．７１	 １５．６�
２３ テーブルスピーチ 牝５栗 ５５ 小牧 太谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５６－ ２１：５４．８� ５．７
８１５ フロムジオリエント 牡６青鹿５７ 秋山真一郎 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ５２０＋ ６１：５５．８６ ２６．５�
７１４ グッドカレラ 牡５青 ５７ 藤岡 佑介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５２４＋１８１：５５．９クビ １７１．２�
１１ ホワイトショウフク 牡７芦 ５７

５４ ▲花田 大昂山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５６＋ ６１：５６．０
 １９４．８�
４８ ホワイトアルバム 牝４芦 ５４ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５０４＋１２１：５６．５３ ５４．０�
３６ ネオファンタジア 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：５７．８８ ６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９１２，０００円 複勝： ５５，３７７，８００円 枠連： ３１，７０３，７００円

馬連： １１０，４７１，０００円 馬単： ６０，６９４，９００円 ワイド： ４１，４４１，７００円

３連複： １４６，８９４，２００円 ３連単： ２５６，２６０，３００円 計： ７３８，７５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ３，４９０円 枠 連（３－７） ６５０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １１，６１０円 �� １１，１５０円

３ 連 複 ��� ７５，５００円 ３ 連 単 ��� ２５７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３５９１２０ 的中 � ７４８７２（１番人気）
複勝票数 計 ５５３７７８ 的中 � ９７７９１（２番人気）� １０００４４（１番人気）� ２８１４（１６番人気）
枠連票数 計 ３１７０３７ 的中 （３－７） ３６３６５（２番人気）
馬連票数 計１１０４７１０ 的中 �� ８６７１０（１番人気）
馬単票数 計 ６０６９４９ 的中 �� ２５１９５（１番人気）
ワイド票数 計 ４１４４１７ 的中 �� ２９２４０（１番人気）�� ８１８（６９番人気）�� ８５２（６５番人気）
３連複票数 計１４６８９４２ 的中 ��� １４３６（１６５番人気）
３連単票数 計２５６２６０３ 的中 ��� ７３４（６４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．９―１２．９―１３．０―１３．２―１２．７―１２．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．４―４９．３―１：０２．３―１：１５．５―１：２８．２―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカホープ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１０．７．４ 函館２着

２００８．３．２１生 �４鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム １０戦３勝 賞金 ２７，７００，０００円
〔発走状況〕 ネオファンタジア号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔その他〕 グッドカレラ号は，最後の直線コースで内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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ビューティーモズ号



（２４京都２）第３日 ２月４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

２２０，５８０，０００円
６，８００，０００円
１，２００，０００円
２０，０６０，０００円
５９，０６２，０００円
４，４２０，０００円
１，６３２，０００円

勝馬投票券売得金
３２０，１６０，７００円
５８３，８５１，５００円
２２７，０６３，６００円
８９４，４８３，４００円
５５４，４２５，３００円
３５９，０１１，４００円
１，１７４，６１８，３００円
２，１３４，５９０，４００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 ６，２４８，２０４，６００円

総入場人員 １５，０６９名 （有料入場人員 １３，６３５名）


