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０４０３７ ２月５日 晴 良 （２４京都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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

３６ グランプリブルー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１４．３ ２．８�

４８ イエスイットイズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８６－ ２１：１４．５１ ３．１�
１１ ミ チ ャ エ ル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅陳 偉殷氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム ４５２－ ４１：１４．８２ １２．６�
５９ メイショウマサシゲ 牡３栗 ５６ 小牧 太松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２２．８�
８１６ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６ 国分 恭介�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４５２－ ４１：１５．１１� ４１．９�
６１２ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５０４± ０１：１５．２� ３１２．５�
１２ マーベラスルビー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０２＋ ２１：１５．３� ２１．９	
６１１ メイショウビリーヴ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６０－ ８１：１５．５１� ６８．３

２３ イーグルタイム 牡３黒鹿５６ C．デムーロ 安原 浩司氏 清水 久詞 浦河 近藤牧場 ４５２－ ８１：１５．６� ５．８�

（伊）

３５ コウエイサツマ 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 優作伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 伊東 政清 ４８０－ ８１：１５．８１� ９．９�

５１０ アンクルスパート 牡３栗 ５６ 川島 信二塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ５０４－ ２ 〃 ハナ １９．９
２４ トクノエール 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬堀川 義雄氏 作田 誠二 新ひだか 林 秀雄 ４６２－ ４１：１６．３３ １４２．７�
８１５ クリノホウザン 牡３鹿 ５６ 吉田 稔栗本 博晴氏 谷 潔 様似 中村 勝則 ４４４－ ２１：１６．５１� ２９４．１�

（愛知）

７１４ クニサキロンワン 牡３黒鹿５６ 北村 友一國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４５６＋ ２１：１６．７１� １６９．２�
７１３ サンマルヴァーゴ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 B４５０＋ ６１：１７．７６ ２１４．６�
４７ ショウナンアマダス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ６７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８２０，７００円 複勝： ２８，７９８，１００円 枠連： １０，８６７，８００円

馬連： ３８，６３３，１００円 馬単： ２６，０４９，８００円 ワイド： １８，８４８，６００円

３連複： ５９，１２０，９００円 ３連単： ９６，６１７，１００円 計： ２９４，７５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（３－４） ３７０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� １９０円 �� ７３０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，３１０円

票 数

単勝票数 計 １５８２０７ 的中 � ４５７５０（１番人気）
複勝票数 計 ２８７９８１ 的中 � ６８９０８（２番人気）� ７２６１３（１番人気）� １５５０３（６番人気）
枠連票数 計 １０８６７８ 的中 （３－４） ２１９１６（１番人気）
馬連票数 計 ３８６３３１ 的中 �� ６７５９３（１番人気）
馬単票数 計 ２６０４９８ 的中 �� ２１３７２（２番人気）
ワイド票数 計 １８８４８６ 的中 �� ３２３４１（１番人気）�� ５４４８（６番人気）�� ５３９９（７番人気）
３連複票数 計 ５９１２０９ 的中 ��� ２０５３７（３番人気）
３連単票数 計 ９６６１７１ 的中 ��� ８５８１（１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．４―１２．７―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．２―３６．６―４９．３―１：０１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリブルー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２６ 京都５着

２００９．３．１０生 牡３栗 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔騎手変更〕 グランプリブルー号の騎手佐藤哲三は，第３日第１０競走での落馬負傷のため安藤勝己に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ヒルノプラハ号
※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５日 晴 良 （２４京都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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１１ ハギノタイクーン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４１：５５．０ ４．４�

１２ � ベストサーパス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County
Farms Inc ４８４－ ６１：５５．５３ ２．９�

５９ プリンシペアスール 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：５５．６� ６．２�
（伊）

６１２ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５５８－ ４１：５６．２３� ３．５�
２３ エイユーミラクル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅笹部 義則氏 高野 友和 新冠 村上 欽哉 ４９４＋ ４ 〃 ハナ １０．６�
５１０ タツグレート 牡３栗 ５６ 浜中 俊鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６０± ０１：５７．１５ ２４．０�
４７ トウショウヘイロー 牡３鹿 ５６ 幸 英明トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９２－１２ 〃 クビ ７０．２	
２４ マイネルブラームス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �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 ４８０＋ ４１：５７．７３� ５５．３

３６ サトノジュビリー 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５００－ ４１：５８．４４ ５７．４�
１１ アリゾナビスティー 牝３黒鹿５４ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 浦河 伏木田牧場 ３９２－１４１：５８．８２� ２１５．０�
８１５ ク ー ノ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦門野 重雄氏 坪 憲章 宮崎 戸田 ゆり子 ４５６＋ ４１：５８．９� ３１８．２
８１６ ケビンバローズ 	３鹿 ５６ 川島 信二猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 ４６６－ ４１：５９．０クビ ２３６．６�
４８ カワキタリュウジン 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂川島 吉男氏 増本 豊 新冠 川島牧場 ４５６＋ ４１：５９．６３� ３０４．１�
７１３ キーバージョン 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 高瀬 敦 ４７８－ ２ 〃 クビ ２６４．４�
７１４ アールフィリア 牡３鹿 ５６ 吉田 稔星野 良二氏 小西 一男 新ひだか 城地 清満 B４７４－ ２１：５９．７クビ ３９５．２�

（愛知）

３５ � イグザクトリーユー 牝３黒鹿５２ 秋山真一郎飯田 正剛氏 小崎 憲 豪 Arrowfield
Group Pty Ltd ４３２－ ８２：０１．２９ ３１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２５１，９００円 複勝： ３１，４０３，６００円 枠連： １２，５７９，７００円

馬連： ３８，００５，４００円 馬単： ２９，４５２，１００円 ワイド： １８，０１６，８００円

３連複： ５６，７９４，０００円 ３連単： ９５，４２８，９００円 計： ２９９，９３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－６） ３１０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ４００円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ８，６７０円

票 数

単勝票数 計 １８２５１９ 的中 � ３２７４６（３番人気）
複勝票数 計 ３１４０３６ 的中 � ４５１８６（４番人気）� ６３１１０（２番人気）� ４５３２６（３番人気）
枠連票数 計 １２５７９７ 的中 （１－６） ３０６９５（１番人気）
馬連票数 計 ３８００５４ 的中 �� ３２０１０（５番人気）
馬単票数 計 ２９４５２１ 的中 �� １０７１５（８番人気）
ワイド票数 計 １８０１６８ 的中 �� １０９４７（６番人気）�� １０９８３（５番人気）�� １３５１７（４番人気）
３連複票数 計 ５６７９４０ 的中 ��� ２９８６１（４番人気）
３連単票数 計 ９５４２８９ 的中 ��� ８１３０（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．４―１３．４―１３．０―１３．１―１２．８―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．３―５０．７―１：０３．７―１：１６．８―１：２９．６―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノタイクーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー ２０１１．１０．１６ 京都１０着

２００９．３．２６生 牡３鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔騎手変更〕 タツグレート号の騎手佐藤哲三は，第３日第１０競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 マイネルブラームス号の騎手丹内祐次は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（６番・５番・１５番・１番への進路影

響）
〔その他〕 イグザクトリーユー号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 シゲルポーポー号・ホッコーアスカ号
※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。

第２回 京都競馬 第４日



０４０３９ ２月５日 晴 良 （２４京都２）第４日 第３競走 ��１，２００�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 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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１１ ト ル サ ー ド 牝３栗 ５４ 吉田 稔有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６ ―１：１５．０ ４．２�

（愛知）

６１２ ケイティーズハート 牝３鹿 ５４ 丸山 元気 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４６８ ― 〃 クビ ８．４�
８１５ マドモアゼルアン 牝３栗 ５４ C．デムーロ 伊藤 貴憲氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 ５１６ ― 〃 ハナ ６．８�

（伊）

１２ スズカパートナー 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 優作永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４１８ ―１：１５．１クビ ３１．７�

２３ ドナアンカー 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 ４８４ ―１：１５．２� ３．９�
５９ キレイナダケデス 牝３栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 ４８４ ― 〃 クビ ６７．９�
７１４ マサノプリンセス 牝３栗 ５４ 国分 恭介猪野毛雅人氏 湯窪 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 ５０２ ―１：１５．５１� ２８．２	
４７ コウエイミラー 牝３栗 ５４ 丹内 祐次西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 森永牧場 ４３０ ―１：１５．６� １１０．３

３６ ハマノスカーレット 牝３栗 ５４ 小牧 太浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４５２ ―１：１５．７� ８４．１�
５１０ アートオブジェリカ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 山岸 康 ４５２ ―１：１５．９１ ３．６�
７１３ チーティンハート 牝３鹿 ５４ 浜中 俊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 マリオステー

ブル ４２４ ―１：１６．０� ７２．０
４８ ピエナエポナ 牝３栗 ５４ 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 新ひだか フジワラフアーム ４３２ ―１：１６．２１� ２１．０�
１１ ベンザイテンイモン 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ４６８ ―１：１７．０５ ３８．３�
３５ ノボモモチャン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４３０ ―１：１７．３２ １１９．６�
２４ ウインドジュエリー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太福原 正博氏 崎山 博樹 平取 高橋 幸男 ４１２ ―１：１７．６２ １４４．２�
８１６ シルバーヒリュウ 牝３鹿 ５４ 中村 将之小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３６ ―１：１７．８１� １８４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７４８，５００円 複勝： ２０，７７０，０００円 枠連： １２，３５７，２００円

馬連： ３４，４２５，８００円 馬単： ２４，３９７，５００円 ワイド： １４，９８７，８００円

３連複： ４７，４４８，８００円 ３連単： ７１，７８５，２００円 計： ２４０，９２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ２３０円 枠 連（６－６） １，５２０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ５９０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� １６，２４０円

票 数

単勝票数 計 １４７４８５ 的中 � ２８１９４（３番人気）
複勝票数 計 ２０７７００ 的中 � ３５５１３（３番人気）� １９５６６（５番人気）� ２３８７５（４番人気）
枠連票数 計 １２３５７２ 的中 （６－６） ６０３１（７番人気）
馬連票数 計 ３４４２５８ 的中 �� １５３０３（９番人気）
馬単票数 計 ２４３９７５ 的中 �� ６１４９（１４番人気）
ワイド票数 計 １４９８７８ 的中 �� ５９５３（７番人気）�� ６４３４（６番人気）�� ３８４５（１０番人気）
３連複票数 計 ４７４４８８ 的中 ��� １０８２３（１０番人気）
３連単票数 計 ７１７８５２ 的中 ��� ３２６３（４５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．３―１２．８―１２．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．１―３６．４―４９．２―１：０２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ル サ ー ド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gilded Time 初出走

２００９．４．２２生 牝３栗 母 ショウナンタイム 母母 Pennbrook’s Lady １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 テイケイフロックス号・ハギノクーザ号・フェイストウショウ号・ポエティカル号
※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。

０４０４０ ２月５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都２）第４日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

５７ アドマイヤテンクウ 牡５鹿 ６０ 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５３０－１４３：１３．０ ６．６�

４５ テイエムカミカゼ 牡４栗 ５９ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５３８＋１４３：１３．５３ １３．０�
７１１ メイショウルシェロ 牝７黒鹿５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４４０± ０３：１３．７１ ５１．０�
３３ ディアプリンシパル 牡７青 ６０ 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９６＋ ４３：１３．９１ ２．４�
５８ ナリタトルネード 牡７栗 ６０ 中村 将之�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４８６－ ２３：１４．２１� ３．３�
７１２ スーサンストリーム 牡５芦 ６０ 植野 貴也林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７０± ０３：１４．３� ２０．８�
８１３ グレートディール �４青鹿５９ 難波 剛健吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５１８－ ６３：１５．８９ １５６．６	
８１４ マーブルアロー 牡６栗 ６０ 黒岩 悠下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ５０４＋ ４３：１６．４３� １７６．７

６９ メイショウユウシャ 牡７栗 ６０

５７ ▲森 一馬松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中脇 満 ５１０＋１０３：１６．７１� ３７．５�
４６ � メイショウアカギ 牡５栗 ６０ 林 満明松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４７０＋ ６３：１６．９１	 １２１．２�
１１ ニシノラブキング 牡６栗 ６０ 白浜 雄造西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４８６－ ２３：１８．９大差 ４１．５
３４ シ ー ラ イ フ 牝４芦 ５７ 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５１６＋１３３：１９．２１� ６９．７�
２２ シゲカツパワー 牝５栗 ５８ 田村 太雅�駒秀 武田 博 新ひだか 岡田牧場 ４６４－ ２３：１９．４１� ２４８．０�
６１０ ドレスアフェアー 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３２－ ６３：２２．３大差 ６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８６９，６００円 複勝： ２０，２５１，７００円 枠連： １２，８９３，３００円

馬連： ３２，２８４，２００円 馬単： ２５，８５５，６００円 ワイド： １４，５７２，０００円

３連複： ４８，６２０，９００円 ３連単： ８４，３２３，２００円 計： ２５１，６７０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ３１０円 � ３８０円 � ９９０円 枠 連（４－５） １，８１０円

馬 連 �� ４，３４０円 馬 単 �� ７，３４０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� ３，６００円 �� ４，５２０円

３ 連 複 ��� ５４，２１０円 ３ 連 単 ��� １９５，０９０円

票 数

単勝票数 計 １２８６９６ 的中 � １５５７４（３番人気）
複勝票数 計 ２０２５１７ 的中 � １９２４５（４番人気）� １４４０８（５番人気）� ４７８２（９番人気）
枠連票数 計 １２８９３３ 的中 （４－５） ５２７０（７番人気）
馬連票数 計 ３２２８４２ 的中 �� ５４９５（１４番人気）
馬単票数 計 ２５８５５６ 的中 �� ２６０１（２６番人気）
ワイド票数 計 １４５７２０ 的中 �� ２８４８（１６番人気）�� ９８６（３１番人気）�� ７８２（３４番人気）
３連複票数 計 ４８６２０９ 的中 ��� ６６２（８５番人気）
３連単票数 計 ８４３２３２ 的中 ��� ３１９（３４６番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５１．８－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤテンクウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２ 札幌３着

２００７．１．３０生 牡５鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 障害：２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



０４０４１ ２月５日 晴 良 （２４京都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

６１０ クランモンタナ 牡３芦 ５６ C．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４７８－ ２２：１４．４ ２．８�
（伊）

２３ アドマイヤフライト 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２２－ ４２：１４．５� ２．２�
３５ テイエムオペラドン 牡３鹿 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６０－ ２２：１５．３５ ２６．１�
８１４ ダイシンブラック 牡３鹿 ５６ 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 ４９２－ ６２：１５．５１� １８．０�
８１５ コスモプランタン 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 B４８２－ ２２：１５．９２� ６５．０�
５８ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 国分 恭介飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４３０－ ４２：１６．０� １７．７�
５９ エヌチョウサン 牡３黒鹿５６ 北村 友一長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ５３２＋ ４ 〃 クビ ４０．９	
４６ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４７０－ ２２：１６．１クビ １１４．３

７１２ パレディウム 牡３鹿 ５６ 幸 英明 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ２２：１６．４１� ２２．６�
７１３ ランフォージン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ４ 〃 アタマ ７１．７�
６１１ オウケンプレスリー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅福井 明氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６２：１６．７２ ７．１
２２ サクラブリリアント 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�さくらコマース岡田 稲男 新冠 川上牧場 ４８２－ ２２：１６．９１� ３４．８�
３４ � コスモカゼツカイ 牝３栗 ５４ 吉田 稔 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 愛 Rockhart

Trading Ltd ４７０－ ８２：１８．２８ ３１７．８�
（愛知）

１１ トムエピソード 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５０８－１４２：１９．６９ ２００．２�
４７ テイエムセイリュウ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 ４６８－ ６２：２１．２１０ ２１４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，７６１，３００円 複勝： ３６，７８５，４００円 枠連： １７，７２３，２００円

馬連： ５３，９０１，５００円 馬単： ４１，１４８，８００円 ワイド： ２６，６５１，０００円

３連複： ７９，８２３，７００円 ３連単： １３８，６０９，８００円 計： ４１９，４０４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ４３０円 枠 連（２－６） １８０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ８１０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２４７６１３ 的中 � ７１８９５（２番人気）
複勝票数 計 ３６７８５４ 的中 � ９９０４９（２番人気）� １００５８２（１番人気）� １２７２４（７番人気）
枠連票数 計 １７７２３２ 的中 （２－６） ７２９６０（１番人気）
馬連票数 計 ５３９０１５ 的中 �� １５４２５５（１番人気）
馬単票数 計 ４１１４８８ 的中 �� ４９５８８（２番人気）
ワイド票数 計 ２６６５１０ 的中 �� ６３７８１（１番人気）�� ６３８３（１０番人気）�� ５５４７（１２番人気）
３連複票数 計 ７９８２３７ 的中 ��� ３１５１３（５番人気）
３連単票数 計１３８６０９８ 的中 ��� １６９２６（１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１２．３―１３．２―１２．９―１３．１―１３．０―１２．３―１１．６―１１．９―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．１―２２．８―３５．１―４８．３―１：０１．２―１：１４．３―１：２７．３―１：３９．６―１：５１．２―２：０３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

クランモンタナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．２３ 京都４着

２００９．２．１２生 牡３芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス ５戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
〔騎手変更〕 オウケンプレスリー号の騎手佐藤哲三は，第３日第１０競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トムエピソード号・テイエムセイリュウ号は，平成２４年３月５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。

０４０４２ ２月５日 晴 良 （２４京都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 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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

８１５ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３６．４ ８．３�
（愛知）

４８ ローザボニータ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８ ― 〃 クビ １５．７�
３５ アグネスダリム 牝３栗 ５４ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３６．５� ４５．８�
１１ モルトフェリーチェ 牝３鹿 ５４ C．デムーロ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３６．６� ６．６�

（伊）

６１２ ハクサンアース 牡３鹿 ５６ 池添 謙一河� 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム ４７２ ―１：３６．７� １２２．４�
４７ オーファメイ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：３６．８� ２．３�
７１４ マ ル ケ サ ス 牡３青鹿５６ 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：３７．１１� １６．１	
１２ シャイニータキオン 牡３栗 ５６ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５２８ ―１：３７．２� ５．４

７１３ エーシンプロースト 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５０ ―１：３７．３クビ ２４．９�
８１６ ワンサイドゲーム 牝３芦 ５４ 丸山 元気 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：３７．８３ ８．８
６１１ ア ナ ン タ ン 牝３栗 ５４ 幸 英明川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２０ ―１：３８．０１� １００．１�
５１０ ミヤトーレル 牡３栗 ５６ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 新ひだか 山際牧場 ５２６ ―１：３８．２１� ７２．２�
２３ � シゲルグアバ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 田中 章博 米 Pam & Mar-

tin Wygod ４９０ ―１：３８．８３� １８７．５�
３６ ブランドハーバー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文榎本 富三氏 嶋田 潤 新冠 北星村田牧場 ５１６ ―１：３９．０１� １８４．４�
２４ レディータカ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４１４ ― 〃 アタマ １８２．１�
５９ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５３２ ―１：３９．６３� ３４６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１８９，４００円 複勝： ３０，７１０，５００円 枠連： １８，５９４，５００円

馬連： ４４，９４３，８００円 馬単： ３１，６１９，７００円 ワイド： １９，７１２，２００円

３連複： ５９，１７８，２００円 ３連単： ９９，３３９，３００円 計： ３２７，２８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ３００円 � ４１０円 � ８１０円 枠 連（４－８） ４７０円

馬 連 �� ５，０８０円 馬 単 �� １０，３８０円

ワ イ ド �� １，８３０円 �� ２，８７０円 �� ３，４８０円

３ 連 複 ��� ３７，３３０円 ３ 連 単 ��� ２２６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２３１８９４ 的中 � ２２２６３（４番人気）
複勝票数 計 ３０７１０５ 的中 � ３０２９９（４番人気）� ２０１８６（６番人気）� ９０２５（９番人気）
枠連票数 計 １８５９４５ 的中 （４－８） ２９６４４（２番人気）
馬連票数 計 ４４９４３８ 的中 �� ６５３６（１９番人気）
馬単票数 計 ３１６１９７ 的中 �� ２２４９（３４番人気）
ワイド票数 計 １９７１２２ 的中 �� ２６８９（２０番人気）�� １６８４（３２番人気）�� １３８５（３６番人気）
３連複票数 計 ５９１７８２ 的中 ��� １１７０（８８番人気）
３連単票数 計 ９９３３９３ 的中 ��� ３２３（４８４番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１１．９―１２．８―１２．４―１１．７―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．７―３６．６―４９．４―１：０１．８―１：１３．５―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
３ ・（２，１２）５（１，３）１５（４，６）（８，１３）７（９，１０，１６）（１１，１４） ４ ・（２，１２）５，１（３，１５）（８，１３）（７，１４）（４，６）１０（９，１１，１６）

勝馬の
紹 介

ダイワマッジョーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society 初出走

２００９．１．１７生 牡３鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔騎手変更〕 ハクサンアース号の騎手佐藤哲三は，第３日第１０競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
〔制裁〕 シャイニータキオン号の騎手小牧太は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１２番・５番・１５番への

進路影響）
※アナンタン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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５日 晴 良 （２４京都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

８１２ ダノンゴールド 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５３８＋ ２１：５４．６ ３．０�

７９ ウイニングサルート 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ４１：５４．７� ２０．８�
３３ マイネルドメニカ 牡３栗 ５６ C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ２１：５５．１２� １８．４�
（伊）

７１０� イッシンドウタイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ ６７．８�
１１ ハイランドジャガー 牡３芦 ５６ 熊沢 重文小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５０４－ ６１：５５．２クビ １５．４�
６７ � サウンドビガレス 牡３栗 ５６ 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm ４７８－ ２１：５５．６２� ３．６	
８１１ トーコーユズキ 牝３黒鹿５４ 武 豊森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：５５．９１	 ３．８

６８ タマモスコーピオン 牡３鹿 ５６ 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 前田牧場 ４９８＋ ６１：５６．７５ １２．４�
２２ エリモフラッシュ 牡３栗 ５６ 浜中 俊山本 慎一氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４４４－ ４１：５６．９１
 １２．０�
５６ ニシノカチヅクシ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ４７２－ ４１：５７．９６ ６２．３
５５ ニシノコハク 牝３栗 ５４ 鮫島 良太西山 茂行氏 藤原 英昭 新ひだか 岡田牧場 ４６６－ ８１：５８．５３� ５１．９�
４４ � イツデモイツマデモ 牝３栗 ５４ 吉田 稔�ホースケア 坂口 義幸 新冠 坂元 芳春 ４０２－ ９１：５９．６７ ２９６．２�

（愛知） （愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，３１８，８００円 複勝： ４３，９９３，４００円 枠連： １９，１１７，５００円

馬連： ６４，６５４，０００円 馬単： ４０，６９８，７００円 ワイド： ２６，７１１，９００円

３連複： ８３，１７１，９００円 ３連単： １４１，３５１，４００円 計： ４４７，０１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ５１０円 � ３７０円 枠 連（７－８） １，３２０円

馬 連 �� ２，９１０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ９３０円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� ９，９２０円 ３ 連 単 ��� ４５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２７３１８８ 的中 � ７２１２５（１番人気）
複勝票数 計 ４３９９３４ 的中 � １０７９８５（１番人気）� １８１９４（８番人気）� ２６８４３（６番人気）
枠連票数 計 １９１１７５ 的中 （７－８） １０７０６（５番人気）
馬連票数 計 ６４６５４０ 的中 �� １６４２３（１２番人気）
馬単票数 計 ４０６９８７ 的中 �� ６５６８（１８番人気）
ワイド票数 計 ２６７１１９ 的中 �� ６９４５（１１番人気）�� ７１８９（１０番人気）�� ３２７６（２２番人気）
３連複票数 計 ８３１７１９ 的中 ��� ６１８９（３４番人気）
３連単票数 計１４１３５１４ 的中 ��� ２２６９（１４７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１３．９―１３．９―１３．５―１３．０―１２．１―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３７．６―５１．５―１：０５．０―１：１８．０―１：３０．１―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．６
１
３
５，１１（２，３，７）（６，１２）１０，９，１（４，８）
５（１１，７）（２，３，１２）（１０，１）（６，９，８）－４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１１．１１．１２ 東京３着

２００９．３．６生 牡３黒鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman ５戦２勝 賞金 １９，０５０，０００円
〔騎手変更〕 サウンドビガレス号の騎手佐藤哲三は，第３日第１０競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
〔発走状況〕 エリモフラッシュ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 エリモフラッシュ号は，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。

０４０４４ ２月５日 晴 良 （２４京都２）第４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 ７，２００，０００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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１４ アースワンキセキ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊松山 増男氏 沖 芳夫 浦河 山春牧場 ４８６＋ ４１：２５．５ ９．７�

６１０ ミッキーホワイト 牡４黒鹿５７ C．デムーロ 野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４＋１６１：２５．７１ ５．５�
（伊）

７１３ ブラックイレブン 牡５黒鹿 ５７
５６ ☆国分 優作吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４５０＋ ４１：２５．８� ５．８�

２２ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４９８＋ ８１：２５．９� １．９�
５９ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 四位 洋文西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７４＋ ４１：２６．０� １６．７�
７１２ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ 小牧 太西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４６２＋ ２１：２６．４２� ９．５�
４７ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７ 吉田 稔桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：２６．６１	 ６２．７	

（愛知）

８１５ ケイエスキングオー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介キヨシサービス
 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４３２＋ ２１：２６．７� ３９．９�
３４ 
 エーシンバサラ 牡４青鹿５７ 川田 将雅
栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. ５５８＋ ２１：２６．８クビ ７０．９�
５８ ラバーフロー 牡４栗 ５７ 国分 恭介 キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ９１：２７．２２� １５６．０�
３５ � オオトリフクムスメ 牝５栗 ５５ 幸 英明鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 大和田 成 新ひだか 片山牧場 ４３６＋ １ 〃 クビ ２６８．６�
６１１� シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 北村 友一森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 B４９６＋１４１：２７．４１� ８０．０�
４６ � ミスチフキッツ 牝４栗 ５５

５２ ▲森 一馬 荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４３６－ ４１：２７．５� ２７５．８�
２３ � ダイシンベール 牝５鹿 ５５ 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ２１：２７．６� １９５．７�
１１ � ルネッサンスマン 牡４栗 ５７ 丹内 祐次誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４４６－ ６１：２７．８１	 ４７２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，５５９，７００円 複勝： ５１，４３９，４００円 枠連： １８，３３９，７００円

馬連： ６３，０２７，２００円 馬単： ４９，９３４，５００円 ワイド： ２７，０９４，７００円

３連複： ８１，０９８，０００円 ３連単： １７４，３２７，４００円 計： ４９３，８２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３４０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（６－８） １，８９０円

馬 連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ６，５８０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ７１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� ３２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２８５５９７ 的中 � ２３２７９（５番人気）
複勝票数 計 ５１４３９４ 的中 � ３５６８５（５番人気）� ５２６７０（３番人気）� ８３１５７（２番人気）
枠連票数 計 １８３３９７ 的中 （６－８） ７１８９（７番人気）
馬連票数 計 ６３０２７２ 的中 �� １９０１９（７番人気）
馬単票数 計 ４９９３４５ 的中 �� ５６０１（２３番人気）
ワイド票数 計 ２７０９４７ 的中 �� ８１５６（９番人気）�� ９３６１（８番人気）�� １４９９６（５番人気）
３連複票数 計 ８１０９８０ 的中 ��� １４６１９（１２番人気）
３連単票数 計１７４３２７４ 的中 ��� ３９４３（９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースワンキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サ ド ン ソ ー デビュー ２０１０．１１．２８ 京都４着

２００８．５．３０生 牡４鹿 母 タカノカイソク 母母 フジノエクセレント １０戦２勝 賞金 ２２，０５０，０００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５日 晴 良 （２４京都２）第４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，２３．２．５以降２４．１．２９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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

８１４ マイネルカリバーン 牡５黒鹿５７ 武 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５２６± ０１：２１．４ ６．１�

７１１ マイネルロガール 牡４鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B４８６－ ４１：２１．６１� ６．０�

２２ カイシュウコロンボ 牡４青鹿５５ C．デムーロ 飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
（伊）

４６ マックスバローズ 牡５栗 ５５ 丸山 元気猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ
ファーム ４７４－ ６１：２１．８１� ７．７�

７１２ アルティシムス 牡４鹿 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋１６ 〃 クビ ７．５�

３４ � タガノシビル 牝５栗 ５３ 浜中 俊八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０＋ ６１：２１．９クビ １１．１	

５７ フェイズシフト 牝６黒鹿５３ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７６＋ ８１：２２．０� ４４．６

５８ エーティーランボー 牡４鹿 ５４ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７２± ０１：２２．１	 ９７．７�
４５ アルーリングムーン 牡６鹿 ５５ 丹内 祐次 �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 ４５６－ ４ 〃 クビ ８２．７�
６９ モ ト ヒ メ 牝５鹿 ５３ 北村 友一黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ８１：２２．２クビ ２７．０
１１ タマモコントラバス 牡５黒鹿５７ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４６８＋ ４１：２２．４１� ４．８�
６１０ ルナフライト 牝６黒鹿５３ 吉田 稔小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４７２－１２ 〃 クビ ４６．８�

（愛知）

８１３ ウェザーサイド 牡６鹿 ５３ 国分 恭介吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：２２．５� ８１．１�
３３ リッカコウユウ 牝６鹿 ５２ 国分 優作立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ４６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，４６１，６００円 複勝： ５１，５４２，３００円 枠連： ２３，１１８，６００円

馬連： １０７，７０６，１００円 馬単： ５８，０５７，６００円 ワイド： ３８，３６９，８００円

３連複： １３２，４７６，４００円 ３連単： ２２９，１０６，６００円 計： ６６９，８３９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １７０円 枠 連（７－８） ９１０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ６２０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 ��� １９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２９４６１６ 的中 � ３８１１５（４番人気）
複勝票数 計 ５１５４２３ 的中 � ６５６６７（４番人気）� ７４５２３（３番人気）� ８５５３３（１番人気）
枠連票数 計 ２３１１８６ 的中 （７－８） １８８６９（３番人気）
馬連票数 計１０７７０６１ 的中 �� ４２２００（１１番人気）
馬単票数 計 ５８０５７６ 的中 �� １１７５４（１６番人気）
ワイド票数 計 ３８３６９８ 的中 �� １３１９１（９番人気）�� １５４７７（５番人気）�� １７６２４（４番人気）
３連複票数 計１３２４７６４ 的中 ��� ３１８９３（６番人気）
３連単票数 計２２９１０６６ 的中 ��� ８４７２（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．６―４７．２―５８．４―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルカリバーン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Prego デビュー ２００９．６．２０ 阪神２着

２００７．５．１２生 牡５黒鹿 母 スリリングディ 母母 Leica Pretender １７戦４勝 賞金 ６０，４７９，０００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５日 曇 良 （２４京都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，２３．２．５以降２４．１．２９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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

２３ マルカバッケン 牡５鹿 ５５ 武 豊河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：１１．７ ３．９�

４７ ニシオドリーム 牡４黒鹿５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４７８± ０１：１１．８� ６．４�
６１１ スリーボストン 牡５鹿 ５５ 北村 友一永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５１０＋ ２１：１１．９� ９．３�
６１２ テイクアベット 牡４鹿 ５４ 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５００± ０１：１２．０クビ ２５．０�
１２ デイトユアドリーム 牝６鹿 ５５ 川田 将雅ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 クビ ７．１�
７１３ キョウエイカルラ 牝５栗 ５３ 小牧 太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７８± ０１：１２．２１� ２９．０�
５１０ ウ ラ ラ カ 牝６黒鹿５３ 吉田 稔 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５４－ ６ 〃 アタマ ８．１


（愛知）

８１６ エーシンビーセルズ 牡６黒鹿５６ 浜中 俊�栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４９２－ ４ 〃 クビ １４９．２�
３５ � アイアムルビー 牝５栗 ５５ C．デムーロ 堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４５０＋ ２１：１２．３	 ３．５�
（伊）

４８ マイプラーナ 牝６黒鹿５２ 野元 昭嘉五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４９６± ０１：１２．７２	 ８５．８
３６ ノボレインボー 牝６芦 ５３ 丸山 元気�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０８－ ４ 〃 ハナ ２１．５�
１１ ハードウォン 牡６鹿 ５２ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ ２６９．４�
２４ 
 ネオフリーダム 牡７鹿 ５６ 武 英智伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５２２－ ４１：１２．８	 １８５．３�
８１５ アヤナルベルス 牝５鹿 ５４ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ５０２＋ ６１：１３．９７ ３５．３�
５９ エンシャントアーツ 牝７栗 ５１ 小林 徹弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 静内 大典牧場 ４８４＋ ８１：１４．１１	 ２０３．９�
７１４ ドリームクラウン 牡７栗 ５３ 丹内 祐次セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５４０± ０１：１４．２クビ １８８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，５６４，６００円 複勝： ８５，４６４，２００円 枠連： ３０，８０４，９００円

馬連： １８７，８０６，１００円 馬単： ９３，３７１，４００円 ワイド： ６２，７５６，１００円

３連複： ２２２，５６０，１００円 ３連単： ３９３，７８２，０００円 計： １，１２２，１０９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ２６０円 枠 連（２－４） １，３９０円

馬 連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ６６０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 ��� １８，３７０円

票 数

単勝票数 計 ４５５６４６ 的中 � ９３４１８（２番人気）
複勝票数 計 ８５４６４２ 的中 � １３９５２２（２番人気）� ９３７２６（４番人気）� ８１３５９（６番人気）
枠連票数 計 ３０８０４９ 的中 （２－４） １６３５６（７番人気）
馬連票数 計１８７８０６１ 的中 �� ８８７７２（５番人気）
馬単票数 計 ９３３７１４ 的中 �� ２５３６１（７番人気）
ワイド票数 計 ６２７５６１ 的中 �� ２６１６６（６番人気）�� ２３６７８（７番人気）�� １５７５１（１２番人気）
３連複票数 計２２２５６０１ 的中 ��� ４１８７９（１２番人気）
３連単票数 計３９３７８２０ 的中 ��� １５８２８（４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．７―１１．８―１２．０―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカバッケン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．５．１ 京都１着

２００７．４．２４生 牡５鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク １５戦５勝 賞金 ６３，０６２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アグネスマクシマム号・オースミイージー号・ガンドッグ号・シュテルンターラー号・フィールドシャイン号
※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。

１レース目



０４０４７ ２月５日 曇 良 （２４京都２）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第５２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 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６９ ワールドエース 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：４７．０ ２．１�

４４ ヒストリカル 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３６－ ４１：４７．２１� ８．０�
８１３ ベールドインパクト 牡３鹿 ５６ C．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：４７．７３ ６．５�

（伊）

６８ ジャスタウェイ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋ ４１：４７．９１� ６．９�

５７ ローレルブレット 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４４６＋ ２１：４８．２１	 １４．１�
７１０ マジカルツアー 牡３栗 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４６４－ ６１：４８．３� ２１．５	
１１ ス ノ ー ド ン 牡３黒鹿５６ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８± ０１：４８．４� ２４．２

４５ プレミアムブルー 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４６８＋ ４ 〃 アタマ ３１．１�
５６ アルキメデス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２＋ ２１：４８．６１
 １１．６�
７１１ マイネルアトラクト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５１２± ０１：４８．７� ２８．１
２２ レッドアーヴィング 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４１：４８．９１� ６１．８�
３３ マ デ イ ラ 牡３栗 ５６ 丸山 元気 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム ４８２＋１０１：４９．１１ １０１．６�
８１２� キングクリチャン 牡３栗 ５６ 吉田 稔栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７８－ ２１：４９．３１
 ４２８．２�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５９，９５６，８００円 複勝： ２２５，５２７，５００円 枠連： １０８，７２５，９００円

馬連： ６０９，９１２，７００円 馬単： ３２６，７１７，５００円 ワイド： １８５，３０４，２００円

３連複： ７６４，７５１，１００円 ３連単： １，５５０，３８８，７００円 計： ３，９３１，２８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（４－６） ５６０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ３００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ４，９７０円

票 数

単勝票数 計１５９９５６８ 的中 � ６３００４７（１番人気）
複勝票数 計２２５５２７５ 的中 � ７３８５８８（１番人気）� ２６８６２９（３番人気）� ２７１８２５（２番人気）
枠連票数 計１０８７２５９ 的中 （４－６） １４４１４２（１番人気）
馬連票数 計６０９９１２７ 的中 �� ５４７３３２（３番人気）
馬単票数 計３２６７１７５ 的中 �� １９１８８８（３番人気）
ワイド票数 計１８５３０４２ 的中 �� １５０４７２（２番人気）�� １６５８５７（１番人気）�� ６２７６８（６番人気）
３連複票数 計７６４７５１１ 的中 ��� ３９９９２９（１番人気）
３連単票数 計１５５０３８８７ 的中 ��� ２３０２９５（２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１１．９―１２．５―１２．７―１１．６―１１．３―１１．３―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．６―３６．５―４９．０―１：０１．７―１：１３．３―１：２４．６―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．３―３F３３．７
３ ・（６，７，１１，１３）（５，８）１０（１，３）９（４，１２）－２ ４ ・（６，７，１１，１３）（５，８，１０）（１，９）３－４－（２，１２）

勝馬の
紹 介

ワールドエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神１着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht ３戦２勝 賞金 ５２，１００，０００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。

０４０４８ ２月５日 曇 良 （２４京都２）第４日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 川島 信二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４９６－ ４１：１２．２ ５．２�

３６ � コパノカチーノ 牡６栗 ５７ 池添 謙一小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５３８＋１４１：１２．４１� ９．１�
１１ シンコープリンス 牡５青鹿５７ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ １２．６�
６１１� ズ ン ダ モ チ 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３４－ ４ 〃 クビ ３．３�
５１０ ドクトルジバゴ 牡５鹿 ５７ 北村 友一馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４８０－ ６１：１２．６１� １４．６�
７１３ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６４± ０１：１２．８１ ５６．５�
５９ サダムテンジン 牝６栗 ５５ 秋山真一郎大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４７４＋ ２ 〃 クビ ５４．１	
６１２ ベストバウト 牡５黒鹿５７ 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ５０６－ ４１：１２．９クビ ３．５

７１４ マウントフジ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２６＋ ２ 〃 クビ ６５．０�
２３ キンショーノボス 牡６栗 ５７ 武 豊礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 雅明 ４９６＋１０１：１３．１１� ８．７
８１６ シーポラリス 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７２－ ８１：１３．４１� ６７．４�
３５ タマモトワイライト 	６栗 ５７ 小林 徹弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ５１０＋ ４ 〃 クビ ２３６．４�
１２ � デルマリゲル 牡７栗 ５７ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 田中 剛 門別 ファニーヒルファーム ４７０－ ２１：１３．５クビ ４５５．６�
４７ マンノレーシング 牡９鹿 ５７ 中村 将之萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４８０＋１０１：１４．３５ ４１７．５�
２４ ベ ネ ラ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文星野 清
氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７２＋ ２１：１４．９３� ３３．５�
８１５� ハートランドノリカ 牝７黒鹿５５ 吉田 稔豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４７４－ ２１：１５．９６ ３０３．８�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，７０９，５００円 複勝： ７１，２９５，７００円 枠連： ４２，０９１，６００円

馬連： １５３，８５３，２００円 馬単： ８３，４６６，４００円 ワイド： ５５，８８３，８００円

３連複： １９６，９５９，６００円 ３連単： ３７７，１９６，２００円 計： １，０２４，４５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ３２０円 枠 連（３－４） ２，１４０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ８１０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ７，１１０円 ３ 連 単 ��� ３６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４３７０９５ 的中 � ６７１０６（３番人気）
複勝票数 計 ７１２９５７ 的中 � １１１８７５（３番人気）� ７２９１０（４番人気）� ５４２０４（６番人気）
枠連票数 計 ４２０９１６ 的中 （３－４） １４５２４（７番人気）
馬連票数 計１５３８５３２ 的中 �� ５１５３１（１１番人気）
馬単票数 計 ８３４６６４ 的中 �� １４６６５（１９番人気）
ワイド票数 計 ５５８８３８ 的中 �� １８４７９（８番人気）�� １７３４４（１０番人気）�� ９４０２（１８番人気）
３連複票数 計１９６９５９６ 的中 ��� ２０４６６（２５番人気）
３連単票数 計３７７１９６２ 的中 ��� ７６５１（１２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．７―１２．０―１２．１―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクデイブレイク �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．７．３１ 函館１着

２００７．４．２８生 牡５鹿 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー １０戦３勝 賞金 ２５，０４０，０００円
〔騎手変更〕 ベストバウト号の騎手佐藤哲三は，第３日第１０競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 シンコープリンス号の騎手幸英明は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１５番への進路影響）
※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 ピンクペガサス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（２４京都２）第４日 ２月５日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２４０，０４０，０００円
７，５４０，０００円
１，６７０，０００円
２１，６４０，０００円
６１，８４１，０００円
５，５４９，８００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
４４４，２１２，４００円
６９７，９８１，８００円
３２７，２１３，９００円
１，４２９，１５３，１００円
８３０，７６９，６００円
５０８，９０８，９００円
１，８３２，００３，６００円
３，４５２，２５５，８００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 ９，５２２，４９９，１００円

総入場人員 ２１，９６９名 （有料入場人員 ２０，１０４名）


