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０４０７３ ２月１８日 晴 稍重 （２４京都２）第７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

３５ タイキソレイユ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４５８＋ ２１：１３．５ １１．９�

７１３ シニスタークイーン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４３８－ ８ 〃 ハナ １３４．８�
８１６ フレンチトースト 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４１８－ ８ 〃 クビ １８．５�
２４ 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 ４８４＋ ２１：１３．９２� ５．９�
４８ パスパルトゥー 牝３栗 ５４ 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８＋ ６ 〃 クビ ４．１�
２３ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４２８＋ ２１：１４．０� ３８．６	
６１１ フ ー リ ン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎�前川企画 須貝 尚介 平取 雅 牧場 ４６０± ０１：１４．１クビ ４．６

１２ ヴォワドランジュ 牝３栗 ５４ 松田 大作田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ８１：１４．７３� ３４．８�
６１２ 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 ４７２－１２ 〃 アタマ １１．６�
４７ アイミーマイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４２＋ ６ 〃 アタマ １３５．９
１１ ローブリッター 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４７４± ０１：１５．４４ ６３．２�
７１４ ヤマニンエレニシア 牝３鹿 ５４ 浜中 俊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４３８＋１４１：１５．７２ ２１．３�
５１０ ヨドノグレイス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４２４－ ２１：１６．５５ ４．５�
８１５ クールキャメロン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 様似 ホウセイ牧場 ４２６＋ ４１：１７．１３� ３２．４�
５９ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 岡部 誠柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４９０＋１８１：１７．５２� ２３２．０�

（愛知）

３６ フレンチトウショウ 牝３栗 ５４
５１ ▲花田 大昂トウショウ産業� 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 ４７０ ―１：２１．７大差 １２１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８６２，１００円 複勝： ３２，３０４，１００円 枠連： １２，６５２，３００円

馬連： ４０，６７３，９００円 馬単： ２４，３８８，０００円 ワイド： ２０，１４２，７００円

３連複： ６２，１５６，０００円 ３連単： ８４，６４１，４００円 計： ２９１，８２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ４７０円 � ３，１１０円 � ６１０円 枠 連（３－７） ９，３５０円

馬 連 �� ８７，０１０円 馬 単 �� １７４，７５０円

ワ イ ド �� １６，１６０円 �� １，８３０円 �� ２０，３００円

３ 連 複 ��� ３８２，２６０円 ３ 連 単 ��� １，６４３，８３０円

票 数

単勝票数 計 １４８６２１ 的中 � ９８４７（６番人気）
複勝票数 計 ３２３０４１ 的中 � １９５０６（６番人気）� ２５０８（１４番人気）� １４２３７（７番人気）
枠連票数 計 １２６５２３ 的中 （３－７） ９９９（２９番人気）
馬連票数 計 ４０６７３９ 的中 �� ３４５（８９番人気）
馬単票数 計 ２４３８８０ 的中 �� １０３（１７４番人気）
ワイド票数 計 ２０１４２７ 的中 �� ３０３（８４番人気）�� ２７７９（２３番人気）�� ２４１（９０番人気）
３連複票数 計 ６２１５６０ 的中 ��� １２０（３３４番人気）
３連単票数 計 ８４６４１４ 的中 ��� ３８（１７６９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．６―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．５―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキソレイユ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１２．１．２２ 京都６着

２００９．４．１生 牝３黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 カシノチャーム号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンチトウショウ号は，平成２４年３月１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 イイデリバイブ号・ツバキ号
（非抽選馬） ２頭 チュウワダンサー号・ハマノスカーレット号
※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。

０４０７４ ２月１８日 晴 稍重 （２４京都２）第７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

７１４ スターマイン 牡３青 ５６ 和田 竜二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ２１：５４．４ ７．４�

５１０ ミッキーエール 牡３栗 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ６１：５４．８２� ２．０�
５９ サウンドレーサー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６０－ ２１：５４．９� ８．６�
８１５ コスモアケルナル 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ２１：５５．０クビ ８．８�
２３ ショウナンハヤブサ 牡３栗 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５０４－ ２１：５５．１� ４．８�
１２ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 宮崎 北斗宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６＋ ２１：５５．２� ４８．０	
３５ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：５５．６２� １２．３

６１２ リーノレオン 牡３栗 ５６ 国分 恭介呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４８８－ ２１：５６．２３� ２９３．５�
４８ ロナルドバローズ 牡３黒鹿５６ 北村 友一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 ４４６＋ ２１：５６．３� ６１．０�
１１ カシノチョッパー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４７６＋１０１：５６．６２ １３４．４
７１３ アメイズリー 牡３黒鹿５６ 岡部 誠武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７０± ０１：５７．３４ １２９．２�

（愛知）

３６ ユキノサムライ 牡３栗 ５６
５５ ☆高倉 稜村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６０－ ２ 〃 クビ ６１．２�

６１１ シャイニーアース 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介小林 昌志氏 菊川 正達 日高 原田牧場 B５１６－ ６１：５７．７２� １７６．２�
２４ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 鮫島 良太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５２－ ２１：５７．９１� ２９２．０�
４７ ニシノウマノスケ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 ４４６－ ８１：５８．３２� ６２．６�
８１６ 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 ５３０－ ２１：５８．４� ２５０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４８８，３００円 複勝： ３３，１２２，１００円 枠連： １２，１２２，４００円

馬連： ４０，３７７，６００円 馬単： ２７，９３６，５００円 ワイド： ２０，４４０，８００円

３連複： ５８，６７１，２００円 ３連単： ９１，７０５，５００円 計： ３０５，８６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ８１０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，３００円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 ��� １７，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２１４８８３ 的中 � ２３０６４（３番人気）
複勝票数 計 ３３１２２１ 的中 � ３４１８４（４番人気）� ９７７８６（１番人気）� ２３６４８（６番人気）
枠連票数 計 １２１２２４ 的中 （５－７） １１１３４（３番人気）
馬連票数 計 ４０３７７６ 的中 �� ３１３１５（３番人気）
馬単票数 計 ２７９３６５ 的中 �� ８４４０（８番人気）
ワイド票数 計 ２０４４０８ 的中 �� １２０１１（４番人気）�� ３５７６（１４番人気）�� １１６９４（５番人気）
３連複票数 計 ５８６７１２ 的中 ��� １２９７０（１１番人気）
３連単票数 計 ９１７０５５ 的中 ��� ３７６４（５２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１３．４―１３．２―１２．８―１２．４―１２．７―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３７．０―５０．２―１：０３．０―１：１５．４―１：２８．１―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
１
３
１，３（４，１４，５）１５（１０，１６）６，９，１１，８－（２，１３）－７，１２
１，３（５，１５）１４（４，１０）（６，９）（１１，１６）２，８，１３－１２－７

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

勝馬の
紹 介

スターマイン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１２．１．２２ 小倉２着

２００９．４．２９生 牡３青 母 レスレクシオン 母母 Choice Claim ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００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 シルバードラゴン号
（非抽選馬） １頭 フォレストピア号
※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。

第２回 京都競馬 第７日



０４０７５ ２月１８日 晴 稍重 （２４京都２）第７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）

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

８１６ アスターサンダー 牡３栗 ５６ 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 ５２４－１２１：１３．０ ５．５�

６１２ キタサンウンリュー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 ５３４± ０１：１３．２１� ６．１�
３６ ドリームチャージ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４３０＋ ２１：１３．６２� ２．１�
２３ ハードコンティ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９８－ ２１：１３．８１� ５．９�
４８ ツキミハナミ 牡３芦 ５６ 川田 将雅木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６０－ ６ 〃 クビ ９．８�
４７ ヤマニンリンクス 牡３青鹿５６ 浜中 俊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B４３２－ ２１：１４．２２� １３．８�
７１３ ナリタマクリス 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作	オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４２８－ ６ 〃 クビ １３１．６

６１１ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６６± ０１：１４．３� ４０．１�
２４ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ５０６± ０１：１４．４クビ ２２４．５�
１１ ウィンドミルシチー 牡３栗 ５６ 北村 友一 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 三石ファーム ４４０＋ ６１：１４．６１� ７７．３
５１０ ドリームポルカ 牡３青鹿５６ 熊沢 重文セゾンレースホース	 根本 康広 日高 細川牧場 ４８０－ ２１：１４．７� １６０．５�
１２ タマモワイルドラブ 牡３鹿 ５６ 川島 信二タマモ	 小原伊佐美 新冠 対馬 正 ４５４－１０１：１４．８� ８７．５�
７１４ アールユウボシ 牡３青鹿５６ 岡部 誠星野 良二氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ １３５．８�

（愛知）

８１５ キョウワカンパネラ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ ２３０．７�
３５ オグリグランデ 牡３栗 ５６ 芹沢 純一小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ４８４－ ６１：１５．３３ １０１．２�
５９ クラウンモンロー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志矢野 悦三氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４０－ ４１：１６．１５ ２６５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２７５，０００円 複勝： ３５，３９２，４００円 枠連： １３，５２６，３００円

馬連： ４１，１３９，５００円 馬単： ２９，６１８，１００円 ワイド： ２１，１４９，７００円

３連複： ６２，０５２，８００円 ３連単： ９５，６１５，０００円 計： ３２０，７６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（６－８） １，３９０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ２９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� １１，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２２２７５０ 的中 � ３２２００（２番人気）
複勝票数 計 ３５３９２４ 的中 � ４５３９４（３番人気）� ４１０９６（４番人気）� １１１６３０（１番人気）
枠連票数 計 １３５２６３ 的中 （６－８） ７１９７（７番人気）
馬連票数 計 ４１１３９５ 的中 �� １６６８７（８番人気）
馬単票数 計 ２９６１８１ 的中 �� ６６４３（１４番人気）
ワイド票数 計 ２１１４９７ 的中 �� ８７１２（８番人気）�� １９８２２（２番人気）�� １６５７８（３番人気）
３連複票数 計 ６２０５２８ 的中 ��� ３３４６５（３番人気）
３連単票数 計 ９５６１５０ 的中 ��� ６１３３（３０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．９―１２．１―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．０―３５．９―４８．０―１：００．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
３ １２，１６（３，８）７，１０（４，６，１４）（１，２，１３）－５，１５（９，１１） ４ ・（１２，１６）（３，８）７（４，６，１０）（２，１３，１４）１，５（１１，１５）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アスターサンダー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１２．１．２８ 京都３着

２００９．５．３０生 牡３栗 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー ２戦１勝 賞金 ６，５００，０００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。
（非当選馬） ８頭 シェーンガルテン号・シゲルキョホウ号・ジャコキング号・ズームイン号・ニロティカス号・パシステント号・

ブラウンライジング号・ミヤジチョビ号
（非抽選馬） １頭 デンタルボーイ号
※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。

０４０７６ ２月１８日 雪 稍重 （２４京都２）第７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

６１２ サカジロオー 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 ４４８ ―１：５４．３ ８．６�

３６ エイコーンパス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７６ ―１：５４．５１� １８．７�

４７ サトノシーザー 牡３青 ５６ 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 ５１４ ―１：５４．９２� １．８�
４８ スマートファミリア 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎大川 徹氏 松永 幹夫 新ひだか 水上 習孝 ４６６ ―１：５５．２２ １３．２�
２４ ハギノクーザ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４２ ―１：５５．８３� ２２．０�
５９ ナムラガンリュウ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 ５１８ ―１：５６．４３� ７０．１�
６１１ リアライズバリメタ 牡３芦 ５６ 四位 洋文工藤 圭司氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 ５０６ ―１：５６．６１� ３０．２�
１２ ルスナイスナイパー 牡３栗 ５６ 飯田 祐史	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４０ ―１：５６．８１� １０１．２

５１０ ダイコクイモン 牡３青鹿５６ 国分 恭介井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ４７２ ―１：５７．５４ １４３．８�
７１４ タマモブラヴォー 牡３栃栗５６ 渡辺 薫彦タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 ４５８ ―１：５８．４５ ６４．０
８１５ ダンツスウィフト 牝３栗 ５４ 岡部 誠山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４ ―１：５８．６１� １５．０�
（愛知）

７１３ クレバーペガサス 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４７２ ―１：５８．７� ７２．４�
８１６ クイーンバゴ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４８４ ― 〃 クビ ７４．８�
２３ リュウスマイル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４９８ ―１：５８．８クビ ４９．２�
３５ キャニオンリンダ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎	谷川牧場 河内 洋 浦河 谷川牧場 ４３６ ―１：５９．１２ ３４．５�
１１ メイショウインロウ 牡３栗 ５６ 武 豊松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ５３０ ―２：０７．５大差 ５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７３２，６００円 複勝： ２９，６１７，３００円 枠連： １４，８７９，１００円

馬連： ４０，０５６，７００円 馬単： ２９，３６８，３００円 ワイド： １９，８８１，８００円

３連複： ５３，７７０，８００円 ３連単： ８７，５６３，９００円 計： ２９３，８７０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � １９０円 � ３５０円 � １２０円 枠 連（３－６） ２，８３０円

馬 連 �� ６，６９０円 馬 単 �� １２，３９０円

ワ イ ド �� １，４７０円 �� ３７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ４，０６０円 ３ 連 単 ��� ４１，８００円

票 数

単勝票数 計 １８７３２６ 的中 � １７１７８（３番人気）
複勝票数 計 ２９６１７３ 的中 � ３６６０３（３番人気）� １４８９７（６番人気）� １０２３７５（１番人気）
枠連票数 計 １４８７９１ 的中 （３－６） ３８８６（１３番人気）
馬連票数 計 ４００５６７ 的中 �� ４４２４（２１番人気）
馬単票数 計 ２９３６８３ 的中 �� １７５０（３８番人気）
ワイド票数 計 １９８８１８ 的中 �� ３０５７（１７番人気）�� １４４２１（２番人気）�� ７９８１（５番人気）
３連複票数 計 ５３７７０８ 的中 ��� ９７９１（１０番人気）
３連単票数 計 ８７５６３９ 的中 ��� １５４６（１０９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１３．８―１３．５―１３．２―１３．１―１２．４―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３７．８―５１．３―１：０４．５―１：１７．６―１：３０．０―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３６．７
１
３
６，７，１５（８，１６）－（４，１４，１２）－（１０，１１）（２，３）９－１３－５＝１・（６，７）１５（８，１２，１６，１１）（４，１４，１０）（３，９）２（１３，５）＝１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サカジロオー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 レインボーアンバー 初出走

２００９．３．２生 牡３栗 母 レインボーファスト 母母 レインボーローズ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウインロウ号は，平成２４年３月１８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 ボルドレ号
※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。



０４０７７ ２月１８日 晴 稍重 （２４京都２）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・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

１：３３．０
１：３１．４

良

良

８１６ シ ェ ル ビ ー 牡３栗 ５６ 浜中 俊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム ４８８＋ ８１：３５．６ ７．４�

５９ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４７４－１６１：３５．７� ４．７�
３６ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋ ６１：３６．０２ ３．７�
２３ リインカネーション 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：３６．１クビ ５．４�
２４ ハギノウィッシュ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４９６－ ８１：３６．２� １０．０�
５１０ プロフェッサー 牡３鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ２０．１	
１１ 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 ４７０－ ２１：３６．５１� １６．９

７１４ ワタシマッテルワ 牝３鹿 ５４ 岡部 誠�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ７４．３�

（愛知）

８１５ アルアマーナ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４２８＋ ４１：３６．６� ２４．５�
６１２ キョウワエレガント 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４５６＋１０ 〃 アタマ ３７．８
６１１ オレンジビキニ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：３７．０２� １３０．８�
４７ マイネルオラシオン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 ４４６＋１４１：３７．２１� ４９．７�
７１３ チ ュ ウ キ チ 牡３黒鹿５６ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４３８＋ ６１：３７．３クビ １４．６�
１２ デンコウデア 牝３黒鹿５４ 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４５０＋ ８１：３７．７２� ７９．８�
４８ ジョウショーキング 牡３青鹿５６ 幸 英明熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 B４６０± ０１：３８．３３� １８．２�
３５ スズカテング �３黒鹿５６ 太宰 啓介永井 啓弍氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４４６－ ６１：４０．６大差 １８７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５６２，５００円 複勝： ３９，６９７，２００円 枠連： １８，４８０，２００円

馬連： ５０，５２３，０００円 馬単： ３０，８１０，２００円 ワイド： ２６，５３０，５００円

３連複： ７４，９１２，８００円 ３連単： １０５，０３１，４００円 計： ３６８，５４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（５－８） １，０００円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ６４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２２５６２５ 的中 � ２４１６４（４番人気）
複勝票数 計 ３９６９７２ 的中 � ３９２９８（５番人気）� ５７３８５（２番人気）� ８３１４５（１番人気）
枠連票数 計 １８４８０２ 的中 （５－８） １３６８４（４番人気）
馬連票数 計 ５０５２３０ 的中 �� ２１６７９（６番人気）
馬単票数 計 ３０８１０２ 的中 �� ６６１１（１０番人気）
ワイド票数 計 ２６５３０５ 的中 �� ９０５９（７番人気）�� ９９９２（６番人気）�� １８７１４（１番人気）
３連複票数 計 ７４９１２８ 的中 ��� ２６５６７（３番人気）
３連単票数 計１０５０３１４ 的中 ��� ５６２８（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．４―３４．５―４６．５―５８．６―１：１０．８―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
３ ・（８，９）－（３，１６）（２，６，１２）－（１，１０）４（１４，７）（１１，１５，１３）＝５ ４ ・（８，９）１６（３，６）１２，１０（２，１，４，１４，７）（１１，１５）１３＝５

勝馬の
紹 介

シ ェ ル ビ ー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．１０．２２ 京都２着

２００９．４．１６生 牡３栗 母 リラコルレオーネ 母母 レ モ ン キ ス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカテング号は，平成２４年３月１８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。
（非抽選馬） ３頭 クロコサイレンス号・メイショウカワカゼ号・ルシーダカフェ号
※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。

０４０７８ ２月１８日 曇 稍重 （２４京都２）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

２４ サトノジョリー 牝３青鹿５４ 池添 謙一里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２０－ ４１：２５．４ ４．８�

３６ エスジーブルーム 牝３鹿 ５４ 幸 英明窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ９．４�
４８ サクセスセレーネ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２８＋ ２１：２５．６１ ３．１�
５９ � シンワウォッカ 牝３鹿 ５４ 川島 信二若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４５４－ ２１：２５．８１� １９．５�
６１１ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６－ ４ 〃 クビ ９．６�
７１４ シゲルアケビ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 ４４８－ ６１：２６．１１� ７７．５�
１１ ヴィーガトウショウ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４－１０１：２６．５２� ６７．６	
５１０ サンマルリジイ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８８＋ ８ 〃 クビ ９２．９

１２ タイセイクインス 牝３青鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４６２± ０１：２６．６クビ １１６．８�
６１２ ドリームバラード 牝３黒鹿５４ 中舘 英二ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４３６± ０１：２７．２３� ６９．３�
８１５ アンバルブライベン 牝３鹿 ５４ 北村 友一伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ８１：２７．８３� １５．７
３５ エ デ ィ ン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ６１：２８．５４ ３．３�
７１３ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４ 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４５６－ ４１：２８．９２� ２４７．５�
８１６ オウケンハナミズキ 牝３青 ５４ 浜中 俊福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ４０６＋ ８１：２９．０� ５４．７�
４７ ジ ェ ノ ア 牝３鹿 ５４ 岡部 誠大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋１４１：２９．２１� １７０．０�

（愛知）

（１５頭）
２３ リュクスメジャー 牝３栗 ５４ 秋山真一郎田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，６４７，２００円 複勝： ４２，５０７，３００円 枠連： １５，４８３，６００円

馬連： ５３，２９７，２００円 馬単： ３５，６０８，７００円 ワイド： ２５，６７２，２００円

３連複： ７０，５８６，４００円 ３連単： １１６，３８６，２００円 計： ３８４，１８８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（２－３） ７００円

馬 連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ３９０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� １４，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２４６４７２ 的中 � ４０８１２（３番人気）
複勝票数 計 ４２５０７３ 的中 � ６１０１６（３番人気）� ４６１４０（４番人気）� １０８４２５（１番人気）
枠連票数 計 １５４８３６ 的中 （２－３） １６３８８（２番人気）
馬連票数 計 ５３２９７２ 的中 �� １８１７８（９番人気）
馬単票数 計 ３５６０８７ 的中 �� ６２１３（１６番人気）
ワイド票数 計 ２５６７２２ 的中 �� ６９７６（１３番人気）�� １７０６８（２番人気）�� １４１５７（５番人気）
３連複票数 計 ７０５８６４ 的中 ��� ２８３６３（４番人気）
３連単票数 計１１６３８６２ 的中 ��� ５８３６（３９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．７―１２．１―１２．２―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．２―５９．４―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノジョリー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Lode デビュー ２０１１．１１．５ 京都５着

２００９．４．１５生 牝３青鹿 母 ハニーローズ 母母 Honey Honey ５戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
〔出走取消〕 リュクスメジャー号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ブロッケン号は，枠入り不良。
※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 ラブリースター号
※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。



０４０７９ ２月１８日 曇 稍重 （２４京都２）第７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

３３ ダヴィンチバローズ 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４７８＋ ２１：５４．５ ３．２�

７１２ アサクサショパン 牡４黒鹿５６ 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ ２８．４�
４６ リーサムポイント 牡４栗 ５６

５５ ☆国分 優作平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム ４６６－ ８１：５４．７１ ２７．８�
６１０ レ ジ ア ー ネ �４鹿 ５６ 武 豊広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ ３．４�
２２ ライブリシーラ 牡５栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１６＋ ８１：５５．１２� ２５．２�
８１３ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 岡部 誠窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９２－１４１：５５．２� １９．８�

（愛知）

３４ � サトノサウザー 牡５栗 ５７ 川田 将雅里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７８＋１０ 〃 アタマ ５．７	
５８ キングダンサー 牝４鹿 ５４ 中舘 英二菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４７６－ ８１：５５．３� ４５．２

７１１ ゴールドルースター 牡４鹿 ５６ 幸 英明吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：５５．４� １６．２�
５７ ジェットストリーム 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５２０－ ４１：５５．５� ２７．６�
１１ インパクトゲーム 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介 キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４１：５５．９２� ７．０�
４５ マ ン マ ル コ 牝４栗 ５４

５３ ☆高倉 稜清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５０－ ２１：５６．５３� ３４６．４�
６９ サトノティアラ 牝４鹿 ５４ 藤田 伸二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：５６．８１� ２８．７�
８１４ バンブーチェルシー 牡４青鹿５６ 和田 竜二バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７６＋ ２１：５７．４３� １４７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，４７３，８００円 複勝： ４３，７２３，８００円 枠連： １８，８８４，２００円

馬連： ５８，９４２，２００円 馬単： ３８，０３７，４００円 ワイド： ２８，７６５，２００円

３連複： ８２，８３５，９００円 ３連単： １２６，３６６，９００円 計： ４２５，０２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ６９０円 � ５２０円 枠 連（３－７） ９７０円

馬 連 �� ４，７８０円 馬 単 �� ７，１２０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� １，３１０円 �� ５，９３０円

３ 連 複 ��� ２６，２００円 ３ 連 単 ��� １０６，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２７４７３８ 的中 � ６９１８６（１番人気）
複勝票数 計 ４３７２３８ 的中 � １０７８８１（１番人気）� １３０９６（１０番人気）� １８０９８（８番人気）
枠連票数 計 １８８８４２ 的中 （３－７） １４４００（４番人気）
馬連票数 計 ５８９４２２ 的中 �� ９１０７（２０番人気）
馬単票数 計 ３８０３７４ 的中 �� ３９４７（２４番人気）
ワイド票数 計 ２８７６５２ 的中 �� ４７９８（１７番人気）�� ５５０６（１４番人気）�� １１６２（５４番人気）
３連複票数 計 ８２８３５９ 的中 ��� ２３３４（８１番人気）
３連単票数 計１２６３６６９ 的中 ��� ８７６（３３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３７．３―５０．８―１：０３．５―１：１６．０―１：２８．９―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダヴィンチバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sicyos デビュー ２０１１．２．１２ 京都３着

２００８．３．２９生 牡４鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried １０戦２勝 賞金 １８，３００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０４０８０ ２月１８日 曇 稍重 （２４京都２）第７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 ７，２００，０００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

５１０ フィールドドリーム 牡５栗 ５７ 和田 竜二吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５２４＋２０１：１２．２ ６．３�

１１ 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 ４９８－ ８１：１２．４１� ３．５�

３６ � シゲルカイチョウ 牡４黒鹿５７ 松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John
Piconi ４９６± ０１：１２．５クビ ２６．０�

２４ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５６＋ ６１：１２．８１	 ５．６�
４７ ランドタカラ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８６－ ４１：１２．９� ７１．２�
６１１ シャーズブルー 牡６鹿 ５７ 岡部 誠�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５６６－ ２ 〃 ハナ ９．４�

（愛知）

２３ ニチドウレパード 牡４栗 ５７ 小林 徹弥山田 伸氏 湯窪 幸雄 新ひだか 大平牧場 B５０８＋ ８１：１３．０� ２０．２	
４８ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５０２－ ２１：１３．１� ６．６

７１３
 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 ４８８－ ２１：１３．４１	 １９．０�
８１６ メイショウゴモン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ １０．８�
５９ シェルエメール 牝４黒鹿５５ 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０＋ ６１：１３．５� １２．２
８１５ トーアシシイ 牝４栗 ５５ 川田 将雅高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４７２－ ４１：１３．７１� ６７．０�
７１４
 モ ノ リ ス �５芦 ５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 原田牧場 ４６０－１２１：１４．０２ ２５６．１�
６１２
 ワ カ タ ケ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 B４４４± ０１：１４．３１	 ２０２．７�
３５ キミニアエタキセキ 牝４黒鹿５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４３２± ０１：１５．１５ ５０．６�
１２ 
 ザハヤテオー 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 優作疾風組合 大和田 成 新冠 アラキフアーム ４３４－２２１：１５．２� ２５９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７８６，０００円 複勝： ４３，０２９，２００円 枠連： １９，９０９，２００円

馬連： ７０，０７１，６００円 馬単： ４０，８５９，５００円 ワイド： ３１，１３２，７００円

３連複： ９０，８６０，３００円 ３連単： １３９，４１８，３００円 計： ４５９，０６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２８０円 � １７０円 � ５３０円 枠 連（１－５） ８４０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２，５７０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� １０，９１０円 ３ 連 単 ��� ５０，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２３７８６０ 的中 � ３００８８（３番人気）
複勝票数 計 ４３０２９２ 的中 � ３９０６８（５番人気）� ８７７５１（１番人気）� １７３２８（９番人気）
枠連票数 計 １９９０９２ 的中 （１－５） １７５３９（２番人気）
馬連票数 計 ７００７１６ 的中 �� ３７３０７（３番人気）
馬単票数 計 ４０８５９５ 的中 �� １１４６９（４番人気）
ワイド票数 計 ３１１３２７ 的中 �� １４０７２（３番人気）�� ２８５１（３５番人気）�� ５２５５（１９番人気）
３連複票数 計 ９０８６０３ 的中 ��� ６１５０（３９番人気）
３連単票数 計１３９４１８３ 的中 ��� ２０５６（１６４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．９―１２．４―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３５．７―４８．１―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドドリーム �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．４．１８ 阪神２着

２００７．３．３生 牡５栗 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy １０戦３勝 賞金 ２２，９００，０００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 クリスタルヒル号
※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。



０４０８１ ２月１８日 雪 稍重 （２４京都２）第７日 第９競走 ��
��１，６００�こ ぶ し 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

３３ カレンブラックヒル 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４１：３５．８ １．４�

８１４ ニシノビークイック 牡３栗 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４７０－ ４１：３５．９� １０．８�
７１１ トーホウアマポーラ 牝３栗 ５４ 松山 弘平東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８２－ ４１：３６．４３ ７６．６�
１１ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５６ 武 豊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ２１：３６．７２ ８．２�
４５ 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 ４５８－ ２１：３６．８クビ ９．２�
７１２ マイネルアダマス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B３９６－ ６１：３７．０１� １０３．６	
２２ シルクドリーマー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４６０＋ ８１：３７．１� ４６．４

６９ � シゲルスターキング 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America B５０６＋ ６１：３７．５２� ６９．６�
６１０ ドリームトレイン 牡３黒鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４８６＋１０ 〃 ハナ １２．２�
５７ シゲルスダチ 牡３芦 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４０２＋ ６１：３７．７１� １７２．２
８１３	 グレンダウザー 牡３黒鹿５６ 岡部 誠玉田 博志氏 荒巻 透 新ひだか 矢野牧場 ５２８－ ６１：３７．９１� ３２０．５�

（愛知） （愛知）

３４ マ デ イ ラ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム ４７０－１２ 〃 クビ ２６．７�
５８ ビップヴィットリオ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６＋ ２１：３８．３２� １１６．６�
４６ ホンインボウ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５７２＋ ２１：３９．２５ ２４０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，２２０，４００円 複勝： １１５，５５８，３００円 枠連： ２２，４１９，５００円

馬連： ９８，９９３，１００円 馬単： ７７，８７２，０００円 ワイド： ４２，５６４，３００円

３連複： １２６，１０８，１００円 ３連単： ３００，６４９，４００円 計： ８３１，３８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ８３０円 枠 連（３－８） ６２０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，４６０円 �� ３，５９０円

３ 連 複 ��� ７，２５０円 ３ 連 単 ��� １６，０００円

票 数

単勝票数 計 ４７２２０４ 的中 � ２７６６１６（１番人気）
複勝票数 計１１５５５８３ 的中 � ７１７６８４（１番人気）� ８０７２６（４番人気）� １３７９５（９番人気）
枠連票数 計 ２２４１９５ 的中 （３－８） ２６７８９（４番人気）
馬連票数 計 ９８９９３１ 的中 �� １１２６０４（４番人気）
馬単票数 計 ７７８７２０ 的中 �� ７０２０９（４番人気）
ワイド票数 計 ４２５６４３ 的中 �� ３８３６０（４番人気）�� ６７２０（１４番人気）�� ２６４９（３０番人気）
３連複票数 計１２６１０８１ 的中 ��� １２８４５（２３番人気）
３連単票数 計３００６４９４ 的中 ��� １３８７０（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．６―５９．８―１：１１．８―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ ６（３，７）（１，５，１０）１４，２（１２，８）１１，１３，９－４ ４ ・（６，３）７（１，５）（１４，１０）２，１２（１１，８）１３（４，９）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カレンブラックヒル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone デビュー ２０１２．１．２１ 京都１着

２００９．２．１９生 牡３黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine ２戦２勝 賞金 １５，８２２，０００円
〔発走状況〕 降雪による視界不良のため発走時刻１７分遅延。
※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。

０４０８２ ２月１８日 小雪 稍重 （２４京都２）第７日 第１０競走 ��
��２，４００�

び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．２．１９以降２４．２．１２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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

４５ タマモグランプリ �５鹿 ５３ 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４２０＋ ６２：２８．６ ４６．７�

２２ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５５ 幸 英明土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８４－ ４２：２８．７� ２７．３�
３４ ファタモルガーナ �４鹿 ５４ 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４７８＋１２２：２８．９１� ７．８�
３３ カノンコード 牡６芦 ５７ 岡部 誠 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２６± ０２：２９．０� ２０．１�

（愛知）

８１３ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５６ 国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５０４＋ ２ 〃 ハナ ４．６�
１１ トラストワン 牡４黒鹿５４ 藤岡 佑介大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ５０６＋ ４２：２９．１� ３４．６	
５８ グルヴェイグ 牝４黒鹿５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４６± ０２：２９．３１� ２．２

４６ アドマイヤネアルコ 牡４芦 ５４ 浜中 俊近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４９０＋ ４２：２９．４クビ １０．０�
６９ � トウショウデザイア 牡６鹿 ５５ 高倉 稜トウショウ産業� 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 ４７２＋ ４ 〃 クビ ２８．５�
６１０ マッキーバッハ 牡７鹿 ５４ 北村 友一薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４８４＋１４２：２９．７１	 ５０．７
８１４ ラッキーバニラ 牡５青鹿５５ 四位 洋文吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B５０４± ０２：３０．０２ １２．２�
７１１ マイネルナロッサ 牝５黒鹿５０ 菅原 隆一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ２ 〃 クビ １９２．６�
７１２ サウンドバスター 牡４鹿 ５５ 池添 謙一増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４７８± ０２：３０．２１
 １５．５�
５７ トレジャーハント 牡６栗 ５４ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５２０＋ ２２：３１．２６ １３８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，３８７，２００円 複勝： ５６，６６６，９００円 枠連： ２９，６０３，１００円

馬連： １１４，０２３，８００円 馬単： ６６，５７９，０００円 ワイド： ４５，７０７，０００円

３連複： １５２，２４０，５００円 ３連単： ２６６，５５９，５００円 計： ７６４，７６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６７０円 複 勝 � ９９０円 � ６００円 � ３２０円 枠 連（２－４） ８，２４０円

馬 連 �� ２９，４００円 馬 単 �� ６０，５２０円

ワ イ ド �� ５，４１０円 �� ３，１４０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ５７，８００円 ３ 連 単 ��� ６０５，３００円

票 数

単勝票数 計 ３３３８７２ 的中 � ５６３５（１１番人気）
複勝票数 計 ５６６６６９ 的中 � １３８８６（１１番人気）� ２４３００（８番人気）� ５２４３８（４番人気）
枠連票数 計 ２９６０３１ 的中 （２－４） ２６５４（２３番人気）
馬連票数 計１１４０２３８ 的中 �� ２８６３（５８番人気）
馬単票数 計 ６６５７９０ 的中 �� ８１２（１１７番人気）
ワイド票数 計 ４５７０７０ 的中 �� ２０６１（５４番人気）�� ３５９５（３５番人気）�� ４６９９（２９番人気）
３連複票数 計１５２２４０５ 的中 ��� １９４４（１４０番人気）
３連単票数 計２６６５５９５ 的中 ��� ３２５（１０３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．８―３５．７―４９．０―１：０２．４―１：１５．０―１：２７．３―１：４０．２―１：５２．４―２：０４．３―２：１６．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タマモグランプリ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．２７ 阪神３着

２００７．５．２５生 �５鹿 母 ポエティクシーズン 母母 クラシッククラウン ２４戦２勝 賞金 ４５，６４９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時１０分に変更。
〔発走状況〕 ファタモルガーナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ファタモルガーナ号は，平成２４年２月１９日から平成２４年３月１９日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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。



０４０８３ ２月１８日 晴 稍重 （２４京都２）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�

やましろ

山城ステークス
発走１５時３５分 （芝・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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

１２ アグネスウイッシュ 牡４黒鹿５７ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ５０２＋ ２１：０９．７ ３．０�

７１４ ビ ス カ ヤ 牝６黒鹿５５ 幸 英明山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４２８± ０１：１０．０２ １５１．９�
２３ スプラッシュエンド 牡６栗 ５７ 四位 洋文広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ ４２．４�
１１ シャイニーホーク 牡４栗 ５７ 川田 将雅小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５２０＋ ４１：１０．１� ８．５�
４７ アキノパンチ 牡８鹿 ５７ 藤岡 康太穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５０８－ ２ 〃 ハナ ３１１．７�
３５ ハ ノ ハ ノ 牡４鹿 ５７ 北村 友一�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ８１：１０．２クビ＋クビ ２６．５�
６１２ ツルマルジュピター 牡５黒鹿５７ 浜中 俊鶴田 鈴子氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ４．１	
６１１ アグネスヨジゲン 牡９鹿 ５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ １００．３

２４ タガノラヴキセキ 牝４黒鹿５５ 池添 謙一八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５８＋ ２１：１０．３クビ ６．６�
７１３ 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 ５０６－ ２ 〃 クビ １６．５�
８１６ ミスクリアモン 牝６鹿 ５５ 藤田 伸二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９０± ０１：１０．４� １１．０
３６ キヲウエタオトコ 牡７鹿 ５７ 岡部 誠小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６６－ ２１：１０．５� ７３．５�

（愛知）

５９ ホットチリペッパー 牡５芦 ５７ 宮崎 北斗 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５２４－ ８１：１０．８１� ２９．８�
４８ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５７ 和田 竜二中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５０６－ ４１：１０．９� ９．５�
８１５ ヤサカシャイニー 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５２± ０１：１１．０クビ ６６．７�
５１０	 アスターエンペラー 牡６鹿 ５７ 川島 信二加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５３０－ ４ （降着） ２０３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，４８７，４００円 複勝： ７５，０３７，７００円 枠連： ４７，９５２，６００円

馬連： ２１４，５６６，２００円 馬単： １１７，９９５，５００円 ワイド： ６７，９８３，０００円

３連複： ２７８，７７２，２００円 ３連単： ５２３，４００，７００円 計： １，３７１，１９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １８０円 � ２，０８０円 � １，０４０円 枠 連（１－７） ２，５７０円

馬 連 �� ２８，５５０円 馬 単 �� ３９，３４０円

ワ イ ド �� ５，４８０円 �� ２，７２０円 �� ３０，８９０円

３ 連 複 ��� ２７６，５３０円 ３ 連 単 ��� １，３８４，４８０円

票 数

単勝票数 計 ４５４８７４ 的中 � １２３１６８（１番人気）
複勝票数 計 ７５０３７７ 的中 � １４９７４２（１番人気）� ７７０９（１４番人気）� １６００５（１０番人気）
枠連票数 計 ４７９５２６ 的中 （１－７） １３７７２（１１番人気）
馬連票数 計２１４５６６２ 的中 �� ５５４８（５１番人気）
馬単票数 計１１７９９５５ 的中 �� ２２１４（８４番人気）
ワイド票数 計 ６７９８３０ 的中 �� ３０４９（４６番人気）�� ６２３８（２７番人気）�� ５３５（１０１番人気）
３連複票数 計２７８７７２２ 的中 ��� ７４４（２８７番人気）
３連単票数 計５２３４００７ 的中 ��� ２７９（１４７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１１．４―１１．５―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．４―３４．８―４６．３―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスウイッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神２着

２００８．５．１１生 牡４黒鹿 母 アグネスシスター 母母 アグネスオーロラ １６戦４勝 賞金 ６３，５４３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時４０分に変更。
〔降着〕 アスターエンペラー号は，６位〔タイム１分１０秒２，着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「マッシヴエンペラー」号，「ヤサカシャイニー」号および「ケンブリッジエル」号の走行を妨害したため１６着に降着。
〔制裁〕 アスターエンペラー号の騎手川島信二は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２４年２月２５日から

平成２４年３月４日まで騎乗停止。
※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。

０４０８４ ２月１８日 晴 稍重 （２４京都２）第７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

１２ アッシュール 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７８± ０１：５２．９ ４３．０�

６１１ スマートルシファー 牡４黒鹿５６ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ５．３�
１１ � ボリュームゾーン 牡５鹿 ５７ 北村 友一加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９０± ０ 〃 ハナ ２６．９�
７１３ タガノリベラノ 牝４黒鹿５４ 和田 竜二八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４６２－ ４１：５３．１１� ２４．６�
５９ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４ 〃 ハナ ３．０�
８１６ ゴールデンアタック 牡４栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４８４－ ８ 〃 ハナ １０．７�
４８ 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 ４８２－ ６１：５３．２� １２９．９	
２４ メイショウサリマン 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７８＋ ４ 〃 アタマ ５５．５

８１５ カ ー マ イ ン 牡４鹿 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４１：５３．４	 ４．３�
５１０ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３４＋ ２ 〃 クビ ２０．２
６１２ コウユーヒーロー 牡５青 ５７ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５３０－ ４１：５３．５クビ ５９．５�
２３ セイプロスペリティ 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４６８＋１０１：５３．７１
 ３６．９�
４７ ビーチパーティー 牝５芦 ５５ 岡部 誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６ 〃 ハナ ３１．５�

（愛知）

７１４ グリッターエルフ 牝８黒鹿 ５５
５２ ▲水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８６－ ６１：５３．８� ２３３．５�
３５ アドマイヤツバサ 牡５青鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：５３．９クビ ２２．１�
３６ レッドシュナイト 牡４栗 ５６ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４９２＋１０１：５４．７５ ９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８７７，３００円 複勝： ６３，３６３，４００円 枠連： ３８，３７９，６００円

馬連： １２９，０２１，１００円 馬単： ７２，１４９，１００円 ワイド： ５２，１１６，０００円

３連複： １６８，６７２，３００円 ３連単： ２９６，２１４，２００円 計： ８５９，７９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，３００円 複 勝 � １，３６０円 � ２７０円 � ６５０円 枠 連（１－６） ４，６１０円

馬 連 �� １６，６００円 馬 単 �� ４１，０６０円

ワ イ ド �� ５，５９０円 �� ６，５６０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ７９，７００円 ３ 連 単 ��� ６１５，８００円

票 数

単勝票数 計 ３９８７７３ 的中 � ７３１８（１２番人気）
複勝票数 計 ６３３６３４ 的中 � １０８６８（１４番人気）� ７３３３３（３番人気）� ２４３３８（７番人気）
枠連票数 計 ３８３７９６ 的中 （１－６） ６１５４（１６番人気）
馬連票数 計１２９０２１１ 的中 �� ５７３８（５０番人気）
馬単票数 計 ７２１４９１ 的中 �� １２９７（１０５番人気）
ワイド票数 計 ５２１１６０ 的中 �� ２２８７（５９番人気）�� １９４６（６４番人気）�� ４３７３（３４番人気）
３連複票数 計１６８６７２３ 的中 ��� １５６２（２００番人気）
３連単票数 計２９６２１４２ 的中 ��� ３５５（１３３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．９―１２．７―１２．９―１２．９―１２．５―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．６―４９．３―１：０２．２―１：１５．１―１：２７．６―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アッシュール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１１．１５ 京都５着

２００７．３．１６生 牡５鹿 母 ア タ ラ マ 母母 Regal Portrait ２１戦３勝 賞金 ２９，６８０，０００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 アキノモーグル号・タマモアルプス号・ナムラボルテージ号・フロムジオリエント号・モズハリケーン号
※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。



（２４京都２）第７日 ２月１８日（土曜日） 晴時々雪一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８５，９６０，０００円
２，０８０，０００円
７，２６０，０００円
１，４３０，０００円
１６，７９０，０００円
６３，４１６，０００円
４，７８４，０００円
１，７７６，０００円

勝馬投票券売得金
３４１，７９９，８００円
６１０，０１９，７００円
２６４，２９２，１００円
９５１，６８５，９００円
５９１，２２２，３００円
４０２，０８５，９００円
１，２８１，６３９，３００円
２，２３３，５５２，４００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 ６，６７６，２９７，４００円

総入場人員 １４，３９６名 （有料入場人員 １２，９６９名）


