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04085 2月17日 晴 重 （25京都2）第8日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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

48 サンキストロード 牡3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 506＋ 21：13．3 2．0�
612 ハートランド 牡3青鹿56 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム 502－ 21：13．51� 3．1�
35 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444－ 41：14．13� 9．9�
47 セレッソフロリード 牝3鹿 54 的場 勇人三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 486－ 41：14．31� 18．3�
59 タガノシェルム 牡3栗 56

53 ▲水口 優也八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442－ 61：14．51� 89．1�

714 ディルムッド 牡3栗 56 三浦 皇成一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B458＋ 21：14．7� 95．4	
11 シゲルタテザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 沖田 繁 494－ 2 〃 ハナ 14．3

23 ペプチドマンボウ 牡3鹿 56 国分 恭介沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B488＋ 61：15．02 11．9�
713 ナ ン プ ー 牡3鹿 56 池添 謙一蛭川 年明氏 清水 出美 新ひだか 田中 春美 480－ 41：15．1� 60．8�
510 プティアノンス 牝3栗 54 川島 信二有限会社シルク荒川 義之 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 390＋ 21：15．31� 177．1
611 ショウナンナパ 牡3鹿 56 田中 勝春国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 486－ 21：15．4� 47．1�
12 トーアシチヘンゲ 牡3栗 56 村田 一誠高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 438＋ 41：15．61� 321．8�
816 サニーデイグッド 牝3青 54 上村 洋行津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 434± 0 〃 クビ 37．2�
815 ビコーハエレシス 牡3黒鹿56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 444± 01：16．02� 583．4�
24 トウショウヴァース 牡3栗 56 鮫島 良太トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500＋ 41：16．31� 48．9�
36 カシノビッグベン 牡3栗 56 古川 吉洋柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 500＋ 21：16．4� 314．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，288，400円 複勝： 21，188，900円 枠連： 8，896，500円
馬連： 30，525，000円 馬単： 23，452，500円 ワイド： 14，910，900円
3連複： 45，996，900円 3連単： 78，062，800円 計： 235，321，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（4－6） 200円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 390円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，500円

票 数

単勝票数 計 122884 的中 � 49253（1番人気）
複勝票数 計 211889 的中 � 89884（1番人気）� 44689（2番人気）� 17359（3番人気）
枠連票数 計 88965 的中 （4－6） 33223（1番人気）
馬連票数 計 305250 的中 �� 96153（1番人気）
馬単票数 計 234525 的中 �� 37350（1番人気）
ワイド票数 計 149109 的中 �� 37783（1番人気）�� 10357（2番人気）�� 7298（4番人気）
3連複票数 計 459969 的中 ��� 58096（1番人気）
3連単票数 計 780628 的中 ��� 38491（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．4―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．8―48．2―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキストロード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2012．12．8 阪神3着

2010．4．27生 牡3鹿 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 プティアノンス号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 カトラス号
（非抽選馬） 5頭 イーグルカッター号・エンデュミオン号・ケージーイチバン号・ニキーヤダイヤ号・ファウヌス号

04086 2月17日 晴 重 （25京都2）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20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 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 466－ 41：53．7 9．0�
46 ナムララオウ 牡3栗 56 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 478＋ 21：53．91� 6．9�
34 � アンシャックルド 牡3栗 56 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B510＋ 41：54．11� 4．2�
58 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56 田中 勝春小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 458－ 21：54．31 41．4�
712 メイショウユニオン 牡3栗 56 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 448－ 21：54．72� 152．0�
611 コマノアーティスト 牡3芦 56 上村 洋行長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 508± 01：54．91� 35．8	
814� ソ ヴ ラ ー ノ 牡3鹿 56 池添 謙一藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 482＋ 21：55．53� 13．3

610 アフリートイモン 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 552－ 8 〃 クビ 22．1�
23 ヤマイチパートナー 牡3栗 56 三浦 皇成坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 490＋ 21：55．92� 14．3�
35 ベールグリーン 牡3黒鹿56 村田 一誠斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 476－ 21：56．0� 117．0
11 ライフトップガン 牡3鹿 56 武 幸四郎谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 476－ 41：56．1	 2．8�
815 サヴァイバルダンス 牡3黒鹿56 鮫島 良太石川 幸司氏 大根田裕之 浦河 富塚 元喜 478± 01：56．63 228．6�
22 ヒデノエターナル 牝3栗 54 藤岡 康太大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 460± 0 〃 クビ 96．3�
47 ハナズハント 牡3鹿 56 熊沢 重文M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 元道牧場 B484－ 62：01．0大差 7．3�
59 クリノガッサン 牝3鹿 54 横山 義行栗本 博晴氏 成島 英春 日高 本間牧場 406－ 42：04．7大差 521．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，226，400円 複勝： 22，665，300円 枠連： 8，532，300円
馬連： 30，464，000円 馬単： 20，612，800円 ワイド： 14，418，200円
3連複： 45，049，900円 3連単： 68，299，700円 計： 223，268，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 210円 � 200円 枠 連（4－7） 1，220円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 790円 �� 620円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 26，220円

票 数

単勝票数 計 132264 的中 � 11598（5番人気）
複勝票数 計 226653 的中 � 22305（5番人気）� 29397（3番人気）� 32371（2番人気）
枠連票数 計 85323 的中 （4－7） 5175（5番人気）
馬連票数 計 304640 的中 �� 7567（14番人気）
馬単票数 計 206128 的中 �� 2738（24番人気）
ワイド票数 計 144182 的中 �� 4426（10番人気）�� 5863（6番人気）�� 5326（8番人気）
3連複票数 計 450499 的中 ��� 9006（14番人気）
3連単票数 計 682997 的中 ��� 1923（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．7―49．6―1：02．4―1：15．1―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カノヤプレジデント �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー 2013．1．5 京都3着

2010．4．10生 �3鹿 母 カノヤアカデミー 母母 ミヤママーガレット 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナズハント号・クリノガッサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月

17日まで平地競走に出走できない。

第２回 京都競馬 第８日



04087 2月17日 晴 重 （25京都2）第8日 第3競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：21．5

重
不良

55 タガノハピネス 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448－ 61：25．3 38．5�

56 ボストンビリーヴ 牝3栗 54 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460± 01：25．4� 57．0�
67 ゴールドチェイス 牝3栃栗 54

51 ▲水口 優也�グランド牧場 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 456＋ 2 〃 ハナ 14．9�
11 スマートアレンジ 牝3鹿 54 藤岡 康太深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470＋ 61：25．82� 4．3�
811 メイショウツバクロ 牝3鹿 54 石橋 守松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 470－ 2 〃 ハナ 10．6	
812 シャスターデイジー 牝3栗 54 四位 洋文�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438± 01：26．11� 6．4

22 ダブルファンタジー 牝3栗 54 池添 謙一安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 494＋ 2 〃 ハナ 3．0�
33 ヴ ェ ン ト ス 牝3鹿 54 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B418＋ 21：26．73� 18．6�
44 アルテミシア 牝3鹿 54 荻野 琢真岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 472＋ 41：26．8� 58．8
710 サウンドアドバイス 牝3栗 54 武 幸四郎加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 448± 01：27．01� 6．2�
79 ワンツーステップ 牝3芦 54 田中 勝春佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 424± 01：27．21� 36．3�
68 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿54 三浦 皇成蛭川 正文氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 462－ 41：27．41� 14．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，389，100円 複勝： 35，657，800円 枠連： 12，558，200円
馬連： 42，117，100円 馬単： 30，083，200円 ワイド： 22，252，400円
3連複： 63，148，000円 3連単： 99，170，400円 計： 325，376，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 890円 � 2，040円 � 440円 枠 連（5－5） 26，950円

馬 連 �� 38，660円 馬 単 �� 60，010円

ワ イ ド �� 7，060円 �� 3，450円 �� 11，830円

3 連 複 ��� 129，100円 3 連 単 ��� 457，430円

票 数

単勝票数 計 203891 的中 � 4178（10番人気）
複勝票数 計 356578 的中 � 10447（9番人気）� 4300（12番人気）� 23456（7番人気）
枠連票数 計 125582 的中 （5－5） 344（31番人気）
馬連票数 計 421171 的中 �� 804（58番人気）
馬単票数 計 300832 的中 �� 370（105番人気）
ワイド票数 計 222524 的中 �� 774（52番人気）�� 1605（38番人気）�� 460（62番人気）
3連複票数 計 631480 的中 ��� 361（165番人気）
3連単票数 計 991704 的中 ��� 160（816番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノハピネス �
�
父 タガノゲルニカ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．6．3 阪神1着

2010．5．29生 牝3鹿 母 タガノラフレシア 母母 スプリンターキャット 6戦2勝 賞金 14，700，000円

04088 2月17日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （25京都2）第8日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20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

22 メイショウヨウドウ �5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 23：17．6 2．0�
33 � クリノスレンダー 牝7鹿 58 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 492－ 23：18．23� 11．0�
712 シ ー ラ イ フ 牝5芦 58 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 514＋ 63：18．62� 6．5�
711� パリスブルー 牝6黒鹿58 横山 義行 �ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 454－ 23：19．34 162．2�
610 クレバーウエスタン 牡5芦 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 494＋203：19．51	 4．5�
34 スズカジェネラル 牡6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 482－ 8 〃 クビ 21．2	
814� セフティーフライト 牡4栗 59 鈴木 慶太原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 454＋ 23：19．92� 19．2

69 イマジンジョン 牡4青 59 平沢 健治湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 23：20．75 164．0�
11 インフィニットエア �7黒鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 23：21．23 11．4
813 ホッコーキンツル 牡4鹿 59 熊沢 重文矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 456＋16 〃 クビ 51．4�
58 ベルウッドワンキー 牡4青鹿59 山本 康志鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 472－ 23：22．37 121．2�
57 � クールバニヤン 牡9青鹿60 江田 勇亮�フジレーシング 高橋 文雅 門別 藤本ファーム 434＋ 63：22．4クビ 226．3�
46 メイショウビリーヴ �4黒鹿59 北沢 伸也松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 456＋ 23：23．78 18．9�
45 � テイエムサウスダン 牡5栗 60 黒岩 悠竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 490＋143：25．6大差 99．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，065，900円 複勝： 20，571，600円 枠連： 10，938，900円
馬連： 29，957，500円 馬単： 25，757，700円 ワイド： 15，047，100円
3連複： 46，272，900円 3連単： 87，035，300円 計： 248，646，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 210円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 330円 �� 320円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 130659 的中 � 51808（1番人気）
複勝票数 計 205716 的中 � 76041（1番人気）� 20145（3番人気）� 19065（4番人気）
枠連票数 計 109389 的中 （2－3） 13190（3番人気）
馬連票数 計 299575 的中 �� 28327（3番人気）
馬単票数 計 257577 的中 �� 16455（4番人気）
ワイド票数 計 150471 的中 �� 12148（3番人気）�� 12378（2番人気）�� 4094（10番人気）
3連複票数 計 462729 的中 ��� 20714（3番人気）
3連単票数 計 870353 的中 ��� 12084（10番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．2－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨウドウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．3．6 阪神2着

2008．2．21生 �5黒鹿 母 ウェディングラヴ 母母 ヴィジットマン 障害：4戦1勝 賞金 11，700，000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） 3頭 カーペウィアム号・スズカミラクル号・ニシノアイリス号
（非抽選馬） 2頭 シンボリボルドー号・テイエムオウショウ号



04089 2月17日 晴 良 （25京都2）第8日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時10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
1：56．8
1：56．1

良
良

59 ジャイアントリープ 牡3芦 56 田中 勝春 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 506－ 42：02．7 4．4�
714 グランプリナイト 牡3黒鹿56 川島 信二�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか 川端 英幸 484－ 42：03．12� 22．6�
47 アドマイヤライン 牡3青鹿56 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：03．31� 5．3�
510 シークレットレシピ 牡3鹿 56 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456± 02：03．51 3．2�
35 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 500－ 42：03．92� 25．5	
24 ケンブリッジアーサ 牡3鹿 56 鮫島 良太中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460± 0 〃 クビ 9．4

36 スプリングシャトル 牡3栗 56 村田 一誠加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 B476± 02：04．0クビ 40．8�
48 ヤマニンプードレ 牝3芦 54 石橋 守土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 454－ 2 〃 クビ 14．9�
816 シュンケイリ 牡3鹿 56 古川 吉洋石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 448＋ 22：04．1� 62．0
23 ガリョウテンセイ 牡3鹿 56 三浦 皇成市川 義美氏 大久保龍志 新ひだか フジワラフアーム 502－ 22：04．2クビ 5．2�
12 クレバームーン 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 川越ファーム 456－ 22：04．41� 137．2�
611 ハイポジティブ 牡3鹿 56 国分 優作服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム 456＋ 82：04．93 205．4�
815 ゴーイングベル 牡3芦 56 熊沢 重文田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 476－ 22：05．11� 201．6�
713 カイザーカフェ 牡3鹿 56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 426－202：05．42 129．0�
612 セルリアンアクウー 牡3青鹿56 上村 洋行�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 466－ 42：05．93 88．7�
11 リキアイカイウン 牡3栗 56 武 幸四郎高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 474－ 82：06．11� 204．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，131，600円 複勝： 30，262，000円 枠連： 17，460，200円
馬連： 45，095，700円 馬単： 33，154，600円 ワイド： 20，876，000円
3連複： 63，283，400円 3連単： 103，766，800円 計： 333，030，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 470円 � 190円 枠 連（5－7） 1，940円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 470円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 55，420円

票 数

単勝票数 計 191316 的中 � 34758（2番人気）
複勝票数 計 302620 的中 � 57386（1番人気）� 13067（7番人気）� 46223（4番人気）
枠連票数 計 174602 的中 （5－7） 6658（7番人気）
馬連票数 計 450957 的中 �� 7347（16番人気）
馬単票数 計 331546 的中 �� 3274（27番人気）
ワイド票数 計 208760 的中 �� 3016（20番人気）�� 11841（4番人気）�� 3354（18番人気）
3連複票数 計 632834 的中 ��� 5534（28番人気）
3連単票数 計1037668 的中 ��� 1382（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．9―48．4―1：01．5―1：14．5―1：27．0―1：39．1―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ジャイアントリープ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．1．27 京都4着

2010．4．12生 牡3芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 グランプリナイト号の騎手川島信二は，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。（被害馬：9番・3

番）
※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 エーシンヒリュー号
（非抽選馬） 1頭 オーハッピーデイ号

04090 2月17日 晴 良 （25京都2）第8日 第6競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：30．7

良
良

36 タニオブローズ 牝3鹿 54 鮫島 良太谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 426 ―1：37．7 15．7�
611 ラ プ タ 牡3鹿 56 村田 一誠杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 480 ―1：37．91� 22．6�
48 ディオーサシチー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 460 ― 〃 クビ 131．7�
24 スカイキューティー 牝3黒鹿54 高田 潤杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464 ― 〃 ハナ 5．1�
713 アスカリンカーン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 428 ―1：38．0クビ 186．0�
815 ウォーターポルトス 牡3栗 56 石橋 守山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 504 ―1：38．21� 9．4	
714 シープシャンクス 牝3青鹿54 三浦 皇成市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 ハナ 3．1

612 ネクストフラワー 牝3栗 54 竹之下智昭吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム 452 ―1：38．3� 97．4�
35 サンマルグレース 牝3黒鹿54 川島 信二相馬 勇氏 山内 研二 日高 荒井ファーム 420 ― 〃 クビ 27．9�
816 エンドレスエイト 牝3栗 54 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 506 ―1：38．4� 2．9
59 スリーキャリオカ 牝3鹿 54 中村 将之永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 404 ―1：38．5� 230．5�
23 グ ン シ ン 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也�大島牧場 沖 芳夫 浦河 大島牧場 452 ―1：38．81� 60．4�
47 ミラクルメジャー 牝3鹿 54 的場 勇人阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 464 ―1：39．11� 28．8�
12 ヒデノモンシェリー 牝3鹿 54 国分 恭介大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 宮内牧場 438 ―1：39．52� 34．7�
11 ア レ キ パ 牝3栗 54 古川 吉洋吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450 ―1：39．92� 41．6�
510 レンテンローズ 牝3黒鹿54 熊沢 重文岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 浦河 宮村牧場 440 ―1：40．85 101．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，913，300円 複勝： 24，622，900円 枠連： 15，307，600円
馬連： 39，473，600円 馬単： 27，594，800円 ワイド： 18，690，000円
3連複： 50，706，000円 3連単： 82，005，500円 計： 278，313，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 410円 � 540円 � 2，820円 枠 連（3－6） 4，360円

馬 連 �� 8，730円 馬 単 �� 21，510円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 15，320円 �� 18，940円

3 連 複 ��� 343，320円 3 連 単 ��� 1，833，950円

票 数

単勝票数 計 199133 的中 � 10027（5番人気）
複勝票数 計 246229 的中 � 17419（5番人気）� 12293（6番人気）� 2072（14番人気）
枠連票数 計 153076 的中 （3－6） 2594（15番人気）
馬連票数 計 394736 的中 �� 3338（26番人気）
馬単票数 計 275948 的中 �� 947（57番人気）
ワイド票数 計 186900 的中 �� 2344（22番人気）�� 297（85番人気）�� 240（95番人気）
3連複票数 計 507060 的中 ��� 109（338番人気）
3連単票数 計 820055 的中 ��� 33（1784番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．4―49．3―1：01．8―1：14．0―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．9
3 7（11，13）（10，12，15）16（5，8）14（9，6）1，4（2，3） 4 7（11，13）15（10，12）16（5，8，14）6（9，3）4，1，2

勝馬の
紹 介

タニオブローズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 パントレセレブル 初出走

2010．4．11生 牝3鹿 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 グンシン号の騎手水口優也は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アサクサティアラ号・シゲルサソリザ号・デインツリー号・フェブサクセス号・メイショウシンピ号・ヨロシク号・

レディオブオペラ号



04091 2月17日 晴 重 （25京都2）第8日 第7競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．5

重
不良

46 � ラヴィーズバード 牝4鹿 55 的場 勇人藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B442＋141：24．9 24．8�
712 アンビータブル 牝4青 55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B464± 01：25．11 14．5�
69 ツルマルワンピース 牝5鹿 55 田中 勝春鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 484－ 6 〃 クビ 9．2�
813 ブライトポジー 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 422± 01：25．2� 127．2�
45 � メイショウオウヒ 牝5黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B460± 01：25．3� 4．3	
58 マコトサンパギータ 牝5栗 55 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 472± 01：25．4クビ 2．7

57 オ リ ー ブ 牝4鹿 55 鮫島 良太下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 458－ 41：25．61� 60．2�
11 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿55 熊沢 重文�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 444－ 21：25．81� 37．6�
814 キタサンテンニョ 牝4黒鹿55 佐久間寛志�大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 456－ 41：25．9� 33．7
711� ニホンピロルノン 牝4鹿 55 村田 一誠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 454－ 51：26．11� 29．6�
22 スマイルオブライフ 牝4鹿 55 三浦 皇成�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 486－ 41：26．2クビ 63．9�
34 ビューティサン 牝4黒鹿 55

52 ▲水口 優也長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 456－ 21：26．62� 39．6�
33 ケリーダノビア 牝4鹿 55 古川 吉洋吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 464＋ 41：26．7� 4．1�
610 タイセイクインス 牝4青鹿55 国分 恭介田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 B488－ 61：27．87 27．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，011，200円 複勝： 32，289，900円 枠連： 15，390，400円
馬連： 53，106，500円 馬単： 33，932，700円 ワイド： 24，113，800円
3連複： 72，478，600円 3連単： 115，464，000円 計： 368，787，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 510円 � 500円 � 400円 枠 連（4－7） 1，710円

馬 連 �� 14，820円 馬 単 �� 30，960円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 3，400円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 47，720円 3 連 単 ��� 311，000円

票 数

単勝票数 計 220112 的中 � 7008（6番人気）
複勝票数 計 322899 的中 � 16638（6番人気）� 16835（5番人気）� 22246（4番人気）
枠連票数 計 153904 的中 （4－7） 6675（9番人気）
馬連票数 計 531065 的中 �� 2646（39番人気）
馬単票数 計 339327 的中 �� 809（79番人気）
ワイド票数 計 241138 的中 �� 1377（41番人気）�� 1746（33番人気）�� 2500（29番人気）
3連複票数 計 724786 的中 ��� 1121（128番人気）
3連単票数 計1154640 的中 ��� 274（762番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．3―12．4―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．6―46．9―59．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラヴィーズバード �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 Giant’s Causeway

2009．3．27生 牝4鹿 母 ラヴィーズラヴィン 母母 Lu Ravi 5戦1勝 賞金 7，890，000円
初出走 JRA

04092 2月17日 晴 重 （25京都2）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

23 デオヴォレンテ 牡4鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－ 41：53．5 4．6�

22 � ミルクディッパー 牡4黒鹿56 藤岡 康太�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills
Management 556－ 41：53．71� 4．5�

59 サウンドバスター 牡5鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 494＋101：53．91� 5．5�
611� ワイドクロス 牡4栃栗56 国分 優作幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 506＋ 4 〃 ハナ 65．7�
35 � サンマルヴィエント 牡5栗 57 田中 勝春相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 482－ 21：54．11� 44．8�
610� トーセンサミット 牡4青鹿56 三浦 皇成島川 	哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508＋14 〃 クビ 6．2

58 ダブルイーグル 牡5鹿 57 鮫島 良太田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 484＋ 6 〃 アタマ 7．7�
814�� エーシンドクトル 牡4鹿 56

53 ▲水口 優也�栄進堂 坂口 正則 英
Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

496＋ 81：54．31	 35．6�
713 メテオーリカ 牝4黒鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446－ 21：54．51� 5．2
34 シンボリカンヌ 牡6鹿 57 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 512＋ 21：54．81
 26．0�
11 � キングズクエスト �4栗 56 村田 一誠岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 41：55．11
 32．5�
712� スプリングオー �4黒鹿56 横山 義行栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 452＋ 21：55．2	 280．0�
46 � スターファンタジア 牝4黒鹿54 黒岩 悠下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 464－ 6 〃 ハナ 210．3�
815� クリノモンテローザ 牝4栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 456－141：56．37 312．2�
47 � ユウミプリンセス 牝4栗 54

51 ▲長岡 禎仁相原 宏德氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 438＋ 21：56．4
 255．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，292，500円 複勝： 30，262，800円 枠連： 19，877，100円
馬連： 51，250，400円 馬単： 32，442，100円 ワイド： 22，229，100円
3連複： 70，413，300円 3連単： 112，617，600円 計： 358，384，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連（2－2） 920円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 340円 �� 490円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 10，010円

票 数

単勝票数 計 192925 的中 � 33579（2番人気）
複勝票数 計 302628 的中 � 46227（3番人気）� 60525（1番人気）� 42311（4番人気）
枠連票数 計 198771 的中 （2－2） 16080（5番人気）
馬連票数 計 512504 的中 �� 39465（1番人気）
馬単票数 計 324421 的中 �� 12796（1番人気）
ワイド票数 計 222291 的中 �� 16883（1番人気）�� 10914（5番人気）�� 11972（3番人気）
3連複票数 計 704133 的中 ��� 31681（2番人気）
3連単票数 計1126176 的中 ��� 8308（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．1―12．8―13．1―12．8―12．3―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．4―50．2―1：03．3―1：16．1―1：28．4―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デオヴォレンテ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．6．17 阪神13着

2009．4．8生 牡4鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 8戦2勝 賞金 18，290，000円



04093 2月17日 晴 良 （25京都2）第8日 第9競走 ��1，600�
き づ が わ

木 津 川 特 別
発走14時15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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：30．7

良
良

11 ゴールデンナンバー 牝4栗 55 四位 洋文池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 81：34．7 7．0�

55 � ノーブルジュエリー 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 504－ 4 〃 ハナ 2．3�
812 ロードエアフォース 牡5鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 514＋341：35．23 36．8�
67 カ ロ ッ サ ル 牡4鹿 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 490－ 2 〃 クビ 6．9�
33 � タマモマーブル �5栗 57 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 490＋ 6 〃 ハナ 10．9	
710 メ ロ ー ト 牡5黒鹿57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 468－ 41：35．3クビ 104．3

44 ヴァンセンヌ 牡4鹿 57 武 幸四郎 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510± 0 〃 アタマ 6．4�
68 ビッグスマイル 牝5黒鹿55 田中 勝春大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 456－ 2 〃 クビ 7．4�
56 タガノグーフォ �4黒鹿57 熊沢 重文八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 480－ 21：35．4クビ 78．3
79 ニジブルーム 牡5芦 57 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 498＋ 8 〃 クビ 16．0�
22 トウカイソニック 牡7黒鹿57 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 498－ 81：35．5	 82．4�
811 アイムヒアー 牝5鹿 55 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 21：36．45 56．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，813，200円 複勝： 64，285，400円 枠連： 25，846，700円
馬連： 96，415，200円 馬単： 61，656，100円 ワイド： 37，293，800円
3連複： 125，040，800円 3連単： 242，835，900円 計： 688，187，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 120円 � 840円 枠 連（1－5） 760円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 350円 �� 3，310円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 49，130円

票 数

単勝票数 計 348132 的中 � 39228（4番人気）
複勝票数 計 642854 的中 � 78116（2番人気）� 208587（1番人気）� 12554（8番人気）
枠連票数 計 258467 的中 （1－5） 25382（2番人気）
馬連票数 計 964152 的中 �� 98601（1番人気）
馬単票数 計 616561 的中 �� 26145（7番人気）
ワイド票数 計 372938 的中 �� 30315（1番人気）�� 2541（29番人気）�� 6034（19番人気）
3連複票数 計1250408 的中 ��� 9096（29番人気）
3連単票数 計2428359 的中 ��� 3648（162番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．4―11．7―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．9―48．3―1：00．0―1：11．7―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Selkirk デビュー 2012．2．12 東京1着

2009．2．11生 牝4栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 9戦3勝 賞金 41，221，000円

04094 2月17日 晴 重 （25京都2）第8日 第10競走 ��1，400�
かわらまち

河原町ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．2．18以降25．2．10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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

68 オーシャンフリート 牝5栗 54 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B492－ 21：22．9 2．4�
711 セイカプリコーン 牡5鹿 57 村田 一誠金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 498＋101：23．22 12．7�
44 � ズ ン ダ モ チ 牡7芦 56 三浦 皇成吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 548＋ 21：23．4� 8．2�
45 アマノレインジャー 牡5栗 55 国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 500＋ 21：23．61� 22．4�
56 スズカジョンブル 牡4鹿 55 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460＋ 4 〃 ハナ 5．4�
57 サトノジョリー 牝4青鹿53 鮫島 良太里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 440－ 2 〃 クビ 15．5	
11 エーシンポルックス 牡6芦 54 田中 勝春�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B518＋ 41：23．7クビ 11．7

812 ラフアウェイ 牝5青 52 川島 信二�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 566＋10 〃 クビ 20．3�
710 ムスタングリーダー 牡6芦 54 四位 洋文杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 446－ 21：23．9� 15．6�
69 カシノインカローズ 牝4鹿 51 水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 450± 01：24．11� 30．2
813 ラガーリンリン 牝6芦 52 荻野 琢真奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 490＋ 2 〃 クビ 49．7�
22 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿53 武 幸四郎岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B516＋101：24．95 38．3�
33 アンチュラス 牝4鹿 52 池添 謙一�G1レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 448－ 61：26．28 15．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，325，600円 複勝： 63，481，600円 枠連： 27，556，700円
馬連： 121，810，300円 馬単： 73，959，800円 ワイド： 48，693，500円
3連複： 163，548，400円 3連単： 290，310，100円 計： 826，686，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 280円 � 230円 枠 連（6－7） 930円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 740円 �� 440円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 16，510円

票 数

単勝票数 計 373256 的中 � 125942（1番人気）
複勝票数 計 634816 的中 � 178239（1番人気）� 48072（4番人気）� 61680（3番人気）
枠連票数 計 275567 的中 （6－7） 21935（3番人気）
馬連票数 計1218103 的中 �� 56332（3番人気）
馬単票数 計 739598 的中 �� 22280（4番人気）
ワイド票数 計 486935 的中 �� 16135（3番人気）�� 29166（2番人気）�� 10210（14番人気）
3連複票数 計1635484 的中 ��� 28369（8番人気）
3連単票数 計2903101 的中 ��� 12978（26番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．8―11．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．8―46．6―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．10．10 京都5着

2008．3．19生 牝5栗 母 ウインクパール 母母 キソティック 15戦5勝 賞金 79，025，000円

１レース目



04095 2月17日 晴 良 （25京都2）第8日 第11競走 ��1，600�
らくよう

洛陽ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：31．8
1：30．7

良
良

48 サウンドオブハート 牝4栗 55 池添 謙一�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 81：34．3 3．8�
12 カネトシディオス 牡6黒鹿56 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 454＋ 21：34．62 14．6�
11 � サンレイレーザー 牡4鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 534＋ 81：34．7クビ 5．4�
23 フレールジャック 牡5鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋10 〃 クビ 4．5�
24 モンストール 牡4鹿 55 田中 勝春前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 484＋101：34．8クビ 20．0�
713 オウケンサクラ 牝6鹿 54 国分 恭介福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 512＋ 6 〃 クビ 128．3	
714 シルクアーネスト 牡6栗 56 鮫島 良太有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 508＋ 4 〃 ハナ 18．8

815 ガ ン ダ ー ラ 牡7栗 57 国分 優作林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480＋ 41：35．11� 39．9�
47 ダノンプログラマー �7青鹿56 四位 洋文�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 11．8
36 ス ピ リ タ ス �8栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 456＋ 8 〃 アタマ 23．8�
35 マックスドリーム �6青鹿56 上村 洋行山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 550＋ 41：35．2	 7．7�
510 レインスティック 牡6栗 56 荻野 琢真 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 468＋ 81：35．3クビ 151．0�
816 ネオサクセス 牡6鹿 56 武 幸四郎富岡 博氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B468＋ 2 〃 クビ 79．4�
59 ヒットジャポット 牡6黒鹿56 村田 一誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド 500＋ 8 〃 ハナ 11．9�
612 ストロングガルーダ 牡7青鹿55 古川 吉洋村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 496＋ 21：35．5� 75．1�
611 ドリームカトラス 牡6鹿 56 熊沢 重文セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 21：35．82 186．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，153，400円 複勝： 81，082，700円 枠連： 52，711，400円
馬連： 245，668，900円 馬単： 126，347，300円 ワイド： 77，475，800円
3連複： 315，884，500円 3連単： 573，992，800円 計： 1，529，316，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 360円 � 210円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 470円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 26，070円

票 数

単勝票数 計 561534 的中 � 119501（1番人気）
複勝票数 計 810827 的中 � 147613（1番人気）� 49421（7番人気）� 103091（3番人気）
枠連票数 計 527114 的中 （1－4） 63277（2番人気）
馬連票数 計2456689 的中 �� 67123（10番人気）
馬単票数 計1263473 的中 �� 23425（11番人気）
ワイド票数 計 774758 的中 �� 17437（11番人気）�� 44575（2番人気）�� 12348（19番人気）
3連複票数 計3158845 的中 ��� 47015（13番人気）
3連単票数 計5739928 的中 ��� 16255（69番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．4―12．0―11．6―11．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．4―47．4―59．0―1：10．6―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 13－4（1，11）8，15（3，9）（2，14）（7，10，12）6－16－5 4 13－（4，1，11）8（3，15）（9，2，14）（7，10，12）6－16，5

勝馬の
紹 介

サウンドオブハート �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．8．20 新潟1着

2009．2．12生 牝4栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 8戦5勝 賞金 120，463，000円
〔制裁〕 サウンドオブハート号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エアウルフ号・エイシンオスマン号・エクセルシオール号・トウショウブリッツ号・トゥニーポート号・

フィールドシャイン号・ルナキッズ号

04096 2月17日 晴 重 （25京都2）第8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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

612 セトノメジャー 牡6鹿 57 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 502＋ 21：51．4 32．7�

35 メイショウコロンボ 牡4青 56 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 478＋ 2 〃 クビ 1．6�
816 サンライズスマート 牡4鹿 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 472－ 21：51．71� 25．9�
48 コスモメルハバ 牡4鹿 56 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 508＋ 21：51．8� 10．2�
714 トップオブカハラ 牡6芦 57 村田 一誠横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 500± 01：52．33 14．3	
23 スズカウラノス 牡4鹿 56 鮫島 良太永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464± 0 〃 クビ 19．7

24 タマモブラウン 牡5鹿 57 川島 信二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 500＋ 41：52．4� 88．3�
713� セ イ ラ 牝4栗 54 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 442＋ 21：52．61� 63．4
47 ダノンジュピター 牡8栗 57 三浦 皇成�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 486－ 21：52．81	 15．7�
36 
 エーシンスピーダー 牡4栗 56 池添 謙一�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 476＋ 2 〃 ハナ 4．5�
611 スペシャルイモン 牡6鹿 57

54 ▲水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 496± 01：53．01 289．2�
815� パフォーマンス 牡5栗 57 熊沢 重文野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 516± 01：53．21 77．2�
59 � プ ル プ ル 牝7鹿 55 中村 将之栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 418－101：54．26 335．6�
12 トップミノル 牡6青鹿57 国分 優作吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480－101：54．83� 226．8�
11 � テンシノデジタル 牡6黒鹿57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 520＋141：55．22� 261．2�
510 メジロマリシテン 牝5鹿 55 的場 勇人岩﨑 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 492＋ 51：56．37 228．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，963，100円 複勝： 83，758，200円 枠連： 41，560，900円
馬連： 129，637，600円 馬単： 93，626，400円 ワイド： 50，311，400円
3連複： 172，627，600円 3連単： 403，360，100円 計： 1，021，845，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，270円 複 勝 � 460円 � 110円 � 540円 枠 連（3－6） 1，310円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 6，810円

ワ イ ド �� 650円 �� 4，180円 �� 790円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 100，640円

票 数

単勝票数 計 469631 的中 � 11349（8番人気）
複勝票数 計 837582 的中 � 26321（7番人気）� 434536（1番人気）� 21864（8番人気）
枠連票数 計 415609 的中 （3－6） 23527（6番人気）
馬連票数 計1296376 的中 �� 55091（6番人気）
馬単票数 計 936264 的中 �� 10152（20番人気）
ワイド票数 計 503114 的中 �� 19843（6番人気）�� 2786（33番人気）�� 16142（8番人気）
3連複票数 計1726276 的中 ��� 13146（28番人気）
3連単票数 計4033601 的中 ��� 2958（234番人気）

ハロンタイム 12．2―12．0―12．5―12．4―12．9―12．6―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．2―36．7―49．1―1：02．0―1：14．6―1：27．0―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セトノメジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2009．8．2 札幌4着

2007．4．9生 牡6鹿 母 サンセットバレー 母母 スカーレットリボン 31戦4勝 賞金 49，429，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 タマモブラウン号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

４レース目



（25京都2）第8日 2月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 175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

213，760，000円
6，340，000円
1，330，000円
19，320，000円
65，829，000円
5，224，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
314，573，700円
510，129，100円
256，636，900円
915，521，800円
582，620，000円
366，312，000円
1，234，450，300円
2，256，921，000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 6，437，164，800円

総入場人員 23，564名 （有料入場人員 21，703名）



平成25年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，252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

1，782，280，000円
6，240，000円
52，330，000円
10，740，000円
160，940，000円
470，132，000円
36，231，800円
12，019，200円

勝馬投票券売得金
3，001，186，400円
5，251，574，400円
1，826，763，900円
8，151，046，800円
5，233，012，800円
3，287，701，400円
10，685，797，700円
21，609，032，700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 59，046，116，100円

総入場延人員 145，801名 （有料入場延人員 132，809名）
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