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04036 2月9日 晴 重 （26京都2）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

55 エンキンドル 牡3青 56 岡部 誠 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 514＋ 81：54．0 13．6�

（愛知）

68 � ハナリュウセイ 牡3青鹿56 岩田 康誠グリーンフィールズ� 吉田 直弘 米 Joseph M.
Perrotta Sr. 502－ 41：54．1� 3．2�

44 ア ク シ ア 牡3栗 56 上村 洋行山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 482＋101：54．31	 14．8�
33 タガノゴールド 牡3栗 56 水口 優也八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 41：54．51 2．4�
67 マサノサーパス 牡3芦 56 尾島 徹中村 時子氏 栗田 徹 新ひだか 中村 和夫 B476＋ 2 〃 クビ 294．3�

（笠松）

11 ウォルフラム 牡3芦 56 和田 竜二 	キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：54．71	 9．7

22 ウイングリッター 牡3鹿 56 D．バルジュー �ウイン 中村 均 むかわ 市川牧場 488＋ 2 〃 クビ 12．0�

（伊）

56 スリーマキシマム 牡3鹿 56 国分 恭介永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 470± 01：54．91	 8．5�
79 ペイシャゴンジセ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 446－121：56．28 320．3
811 ローレルパシオン 牡3鹿 56 国分 優作 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 464－ 61：57．37 99．0�
812 ジェイケイカルミア 牝3鹿 54 武 豊小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 426－ 2 〃 クビ 17．2�
710 タケデンカイザー 牡3芦 56 川島 信二武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 500－ 42：02．7大差 223．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，829，200円 複勝： 48，037，100円 枠連： 9，341，700円
馬連： 44，350，800円 馬単： 32，230，100円 ワイド： 24，098，000円
3連複： 69，767，100円 3連単： 126，240，200円 計： 378，894，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 420円 � 130円 � 400円 枠 連（5－6） 970円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，690円 �� 860円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 103，750円

票 数

単勝票数 計 248292 的中 � 14401（6番人気）
複勝票数 計 480371 的中 � 23156（7番人気）� 146375（1番人気）� 24548（6番人気）
枠連票数 計 93417 的中 （5－6） 7174（4番人気）
馬連票数 計 443508 的中 �� 10728（13番人気）
馬単票数 計 322301 的中 �� 2816（31番人気）
ワイド票数 計 240980 的中 �� 5746（13番人気）�� 2133（25番人気）�� 7093（11番人気）
3連複票数 計 697671 的中 ��� 3250（42番人気）
3連単票数 計1262402 的中 ��� 898（258番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．3―51．6―1：04．9―1：17．5―1：30．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンキンドル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Quiet American デビュー 2013．8．18 小倉12着

2011．5．20生 牡3青 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 タガノゴールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ペイシャゴンジセ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケデンカイザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月9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。

04037 2月9日 晴 重 （26京都2）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・右）
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

11 キネオキャノン 牡3鹿 56 尾島 徹吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 478 ―1：13．4 18．8�
（笠松）

36 スターペスユウコ 牝3鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 442 ―1：13．61� 58．8�
47 バトルフェイス 牡3栗 56 四位 洋文寺田 寿男氏 昆 貢 えりも エクセルマネジメント 502 ―1：13．81� 10．5�
713 プロセキューション 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 加野牧場 488 ―1：13．9� 23．5�
714 トミケンカリエンテ 牡3鹿 56 高田 潤冨樫 賢二氏 小崎 憲 新ひだか 松田牧場 482 ―1：14．22 98．0�
510 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 448 ―1：14．41� 12．9�
816 トウカイセンス 牝3鹿 54 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 438 ―1：14．61 3．4	
12 シゲルビゼン 牡3鹿 56 秋山真一郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 490 ― 〃 クビ 8．0

611 シゲルソウシュウ 牡3鹿 56 池添 謙一森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 中村 雅明 446 ― 〃 ハナ 10．0�
23 メイショウゲキテキ 牡3栗 56 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 折手牧場 458 ―1：14．7� 2．8�
35 ホシノキラメキ 牝3鹿 54 岡部 誠 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 470 ―1：15．23 29．3�
（愛知）

24 シロイヨウセイ 牝3芦 54 田村 太雅猪野毛雅人氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 434 ―1：15．52 246．4�
612 ノーザンチェリー 牝3栗 54 上村 洋行松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 468 ―1：15．71� 121．1�
48 リ ン ト シ テ 牡3鹿 56 熊沢 重文吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482 ―1：16．12� 156．5�
815 ニホンピロエアー 牡3黒鹿56 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 442 ―1：16．52� 43．1�
59 トレサビリティー 牡3鹿 56 国分 優作樋口 正蔵氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 486 ―1：17．67 106．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，977，900円 複勝： 32，731，700円 枠連： 11，936，500円
馬連： 41，844，300円 馬単： 25，608，800円 ワイド： 21，060，600円
3連複： 57，651，000円 3連単： 83，362，300円 計： 293，173，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 560円 � 1，440円 � 410円 枠 連（1－3） 3，390円

馬 連 �� 29，250円 馬 単 �� 52，800円

ワ イ ド �� 7，060円 �� 3，000円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 100，350円 3 連 単 ��� 627，770円

票 数

単勝票数 計 189779 的中 � 7964（7番人気）
複勝票数 計 327317 的中 � 15496（7番人気）� 5513（11番人気）� 22447（5番人気）
枠連票数 計 119365 的中 （1－3） 2599（15番人気）
馬連票数 計 418443 的中 �� 1056（55番人気）
馬単票数 計 256088 的中 �� 358（99番人気）
ワイド票数 計 210606 的中 �� 731（54番人気）�� 1747（32番人気）�� 801（52番人気）
3連複票数 計 576510 的中 ��� 424（179番人気）
3連単票数 計 833623 的中 ��� 98（1068番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．3―49．0―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キネオキャノン �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

2011．5．11生 牡3鹿 母 アマビリータ 母母 プライムステージ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 トウカイセンス号の騎手川島信二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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 シアワセノキセキ号・ドキドキマドンナ号・メイショウルナ号
※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４日



04038 2月9日 晴 重 （26京都2）第4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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 メイショウゼロセン 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484－ 61：25．4 11．4�
48 オーディンバローズ 牡3青鹿56 小牧 太猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 490－ 41：25．72 10．2�
59 キーアシスト 牡3鹿 56 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 492＋ 41：25．8クビ 52．4�
47 フジノゴールド 牡3栗 56 岡部 誠藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 490± 01：25．9� 14．8�

（愛知）

612 エミネントレコード 牡3鹿 56 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 ハナ 4．8�
510� ヴェントアウレオ 牡3栗 56 岩田 康誠藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 472－ 21：26．32� 2．9	
713 ウッドフォード 牡3栗 56 D．バルジュー 飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 482＋161：26．51� 18．5


（伊）

36 ア ー ス メ イ 牝3鹿 54 畑端 省吾松山 増男氏 沖 芳夫 新ひだか グローリーファーム 434± 01：26．71� 441．8�
816 プリミティブラブ 牝3鹿 54 国分 恭介 �グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 446－121：26．91� 15．3
714 キタサンワイルド 牡3黒鹿56 国分 優作�大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 510＋ 21：27．0� 130．7�
23 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 472± 01：27．1クビ 9．6�
12 サンライズアルブル 牡3黒鹿56 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：27．2	 48．1�
815 キクノユニゾン 牡3鹿 56 川島 信二菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 452± 01：27．83� 6．7�
11 テイエムスリラー 牡3鹿 56 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 554－ 21：28．33 52．8�
35 テイエムヒッカッタ 牝3栗 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 458＋121：28．93� 248．7�
24 メイショウハチマン 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 448－ 41：37．0大差 315．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，889，200円 複勝： 51，379，500円 枠連： 18，908，800円
馬連： 59，060，500円 馬単： 33，179，300円 ワイド： 32，663，800円
3連複： 88，491，500円 3連単： 124，366，900円 計： 438，939，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 410円 � 350円 � 1，300円 枠 連（4－6） 790円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 5，680円 �� 6，340円

3 連 複 ��� 56，500円 3 連 単 ��� 211，970円

票 数

単勝票数 計 308892 的中 � 21480（6番人気）
複勝票数 計 513795 的中 � 34149（7番人気）� 42208（5番人気）� 9323（11番人気）
枠連票数 計 189088 的中 （4－6） 17736（4番人気）
馬連票数 計 590605 的中 �� 10434（20番人気）
馬単票数 計 331793 的中 �� 3675（28番人気）
ワイド票数 計 326638 的中 �� 5547（20番人気）�� 1398（50番人気）�� 1251（54番人気）
3連複票数 計 884915 的中 ��� 1156（144番人気）
3連単票数 計1243669 的中 ��� 433（590番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．7―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―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4F50．5―3F37．8
3 ・（11，10）12（3，14，15）（8，16）2，7，13（5，6）9，1＝4 4 11（10，12）3（14，8）15（2，7，16）－（6，13）9，1－5＝4

勝馬の
紹 介

メイショウゼロセン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2013．11．9 京都5着

2011．4．9生 牡3黒鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウハチマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月9日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トットコ号・メモリービビッド号
（非抽選馬） 1頭 エストデスティネ号
※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。

04039 2月9日 晴 重 （26京都2）第4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）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

810 メイショウパワーズ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 478－ 21：52．2 3．6�
44 アスカノロマン 牡3栗 56 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 21：52．41� 3．0�
33 エノラブエナ 牡3鹿 56 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 554－ 41：52．61� 23．9�
22 エイシンハドソン 牡3鹿 56 国分 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 532＋101：52．7� 8．3�
67 	 アムールブリエ 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 464－ 21：52．8� 9．8�
55 サトノキングベル 牡3鹿 56 D．バルジュー 里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 512－ 6 〃 ハナ 11．3	

（伊）

79 アカリロンドン 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 456－ 41：52．9クビ 17．2

811 パッシングブリーズ 牡3鹿 56 四位 洋文�三成社 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482－ 21：53．11� 98．2�
66 サトノバリアント 牡3鹿 56 武 豊里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 444－ 21：53．2� 4．6
11 
 ピースフルリバティ 牡3鹿 56 岡部 誠小澤 和平氏 藤ヶ崎一男 浦河 笹地牧場 488＋ 61：54．15 195．1�

（愛知） （愛知）

78 
 フラッシュモブ 牝3栗 54 尾島 徹�ホースケア 笹野 博司 平取 船越 伸也 418± 01：55．16 245．9�
（笠松） （笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，039，800円 複勝： 52，936，400円 枠連： 13，683，500円
馬連： 60，812，700円 馬単： 38，339，800円 ワイド： 31，596，400円
3連複： 81，322，400円 3連単： 144，304，700円 計： 457，035，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 140円 � 440円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，880円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 340398 的中 � 74613（2番人気）
複勝票数 計 529364 的中 � 88143（3番人気）� 126016（1番人気）� 22427（8番人気）
枠連票数 計 136835 的中 （4－8） 22719（1番人気）
馬連票数 計 608127 的中 �� 72675（1番人気）
馬単票数 計 383398 的中 �� 19753（3番人気）
ワイド票数 計 315964 的中 �� 36586（1番人気）�� 3684（25番人気）�� 5844（18番人気）
3連複票数 計 813224 的中 ��� 12760（18番人気）
3連単票数 計1443047 的中 ��� 5469（71番人気）

ハロンタイム 11．8―11．3―13．1―12．7―13．0―12．9―12．9―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．8―23．1―36．2―48．9―1：01．9―1：14．8―1：27．7―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウパワーズ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．11．23 京都5着

2011．3．27生 牡3栗 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 4戦2勝 賞金 12，900，000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。



04040 2月9日 晴 稍重 （26京都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
2：10．0
2：10．0

良
良

47 アグリッパーバイオ 牡3黒鹿56 岩田 康誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450± 02：20．6 2．4�
59 ペンタトニック 牡3栗 56 小牧 太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 クビ 3．0�
11 ライトパープル 牡3鹿 56 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 462＋ 22：20．81� 21．3�
23 ドルチェレガート 牡3栗 56 川島 信二岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 468－ 2 〃 ハナ 203．1�
712 トレジャーマップ 牡3鹿 56 D．バルジュー 小林 正和氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B440－ 22：21．01� 6．3	

（伊）

713 オ ミ キ 牡3鹿 56 岡部 誠幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 472＋ 62：21．21� 23．1

（愛知）

46 シゲルヒダカ 牡3黒鹿56 国分 恭介森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 武 牧場 502－ 22：21．3� 221．2�
610 ビビッドレッド 牡3黒鹿56 岩部 純二武田 茂男氏 萱野 浩二 浦河 まるとみ冨岡牧場 470± 02：21．4� 238．7�
611 モウイイデショウ 牡3鹿 56 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 460－ 2 〃 クビ 18．4
22 ラッキーハンター 牡3栗 56 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 482＋ 22：21．5クビ 82．4�
815 ファイナルダンサー 牡3鹿 56 池添 謙一桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 440＋ 42：21．71� 71．8�
34 ジェイボーイ 牡3黒鹿56 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 424＋ 42：21．8� 151．3�
35 ストームインパクト 牡3鹿 56 四位 洋文�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 460－ 4 〃 クビ 7．0�
814 ナムラアース 牡3鹿 56 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 476± 02：22．01� 126．5�
58 テイエムケイカッタ 牝3黒鹿54 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 410－ 12：27．8大差 301．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，278，900円 複勝： 53，977，700円 枠連： 14，476，000円
馬連： 60，447，400円 馬単： 40，549，500円 ワイド： 31，511，800円
3連複： 86，956，900円 3連単： 156，699，300円 計： 479，897，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 260円 枠 連（4－5） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 180円 �� 570円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 352789 的中 � 116555（1番人気）
複勝票数 計 539777 的中 � 161589（1番人気）� 119695（2番人気）� 34670（5番人気）
枠連票数 計 144760 的中 （4－5） 30131（1番人気）
馬連票数 計 604474 的中 �� 124246（1番人気）
馬単票数 計 405495 的中 �� 40240（2番人気）
ワイド票数 計 315118 的中 �� 57495（1番人気）�� 11982（7番人気）�� 8759（11番人気）
3連複票数 計 869569 的中 ��� 41802（4番人気）
3連単票数 計1566993 的中 ��� 22355（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―13．6―13．5―13．4―13．7―13．3―12．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．4―37．6―51．2―1：04．7―1：18．1―1：31．8―1：45．1―1：57．7―2：09．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アグリッパーバイオ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．28 阪神4着

2011．1．20生 牡3黒鹿 母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー 6戦1勝 賞金 13，400，000円
〔制裁〕 ジェイボーイ号の調教師松元茂樹は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムケイカッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月9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。

04041 2月9日 晴 稍重 （26京都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
1：30．7

良
良

612 アドマイヤアース 牡3栗 56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．5 5．1�
23 ウチノウマサイコー 牝3鹿 54 上村 洋行畑 清介氏 田所 秀孝 浦河 赤田牧場 422 ― 〃 アタマ 43．5�
36 メイショウネブタ 牡3鹿 56 竹之下智昭松本 好雄氏 中村 均 新冠 秋田牧場 486 ―1：37．71� 18．4�
510 イルーシヴキャット 牝3栗 54 池添 謙一 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 460 ―1：37．91� 4．8�
59 サ ッ ト ー 牝3芦 54 D．バルジュー 佐藤 恭永氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 450 ― 〃 クビ 4．6�

（伊）

816 アプリカーレ 牝3鹿 54 秋山真一郎水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 506 ―1：38．0クビ 18．6	
12 エヴェレストバイオ 牝3栗 54 国分 優作バイオ
 西浦 勝一 日高 中館牧場 428 ―1：38．21� 49．9�
714 メイショウダッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好�氏 安達 昭夫 新ひだか 三木田 明仁 472 ―1：38．83� 69．6
11 ロ ザ リ ウ ム 牝3黒鹿54 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 426 ―1：39．54 4．3�
48 レッドジュベール 牡3鹿 56 岩田 康誠 
東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 498 ―1：39．71� 7．1�
47 カネトシガーネット 牝3鹿 54 熊沢 重文兼松 利男氏 五十嵐忠男 むかわ 上水牧場 428 ―1：39．8� 45．7�
713 ラヴァーズタイム 牝3黒鹿54 尾島 徹嶋田 賢氏 安田 隆行 新冠 大栄牧場 438 ― 〃 ハナ 119．0�

（笠松）

815 パフュームスター 牝3栗 54 藤田 伸二松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 486 ―1：40．01� 98．5�
611 カツジャックポット 牝3鹿 54 岡部 誠北側 雅勝氏 吉村 圭司 新ひだか 田中 裕之 438 ― 〃 クビ 81．2�

（愛知）

24 レッドイルヴェント 牡3黒鹿56 四位 洋文 
東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470 ―1：40．42� 22．2�
（15頭）

35 	 モ ク レ ン 牝3鹿 54 武 豊吉田 安惠氏 藤原 英昭 愛 R. Scar-
borough ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，491，900円 複勝： 42，004，000円 枠連： 17，073，500円
馬連： 56，730，400円 馬単： 32，774，300円 ワイド： 28，756，500円
3連複： 78，410，400円 3連単： 116，809，500円 計： 400，050，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 900円 � 530円 枠 連（2－6） 4，040円

馬 連 �� 9，830円 馬 単 �� 16，920円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 1，270円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 32，300円 3 連 単 ��� 183，030円

票 数

単勝票数 計 274919 的中 � 43311（4番人気）
複勝票数 計 420040 的中 � 64513（3番人気）� 10583（10番人気）� 19132（6番人気）
枠連票数 計 170735 的中 （2－6） 3120（15番人気）
馬連票数 計 567304 的中 �� 4262（32番人気）
馬単票数 計 327743 的中 �� 1430（59番人気）
ワイド票数 計 287565 的中 �� 2635（30番人気）�� 5713（12番人気）�� 1600（46番人気）
3連複票数 計 784104 的中 ��� 1792（93番人気）
3連単票数 計1168095 的中 ��� 471（507番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．5―49．1―1：01．6―1：13．9―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤアース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．17生 牡3栗 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 モクレン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 ウォーターショパン号
※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。



04042 2月9日 晴 重 （26京都2）第4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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

78 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿57 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 458± 01：52．5 5．8�
79 デジタルハーツ 牡5鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 高村牧場 478－ 21：52．81� 24．3�
33 ルスナイスナイパー 牡5栗 57 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 458± 01：53．01 1．8�
67 � エターナルヒーロー �4黒鹿56 藤田 伸二岡田 牧雄氏 佐山 優 むかわ 東振牧場 460＋ 61：53．32 9．2�
811 リアルマイスター 牡4鹿 56 尾島 徹宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 502＋221：53．51	 35．6�

（笠松）

55 � パラティーノ 牡5黒鹿57 岩田 康誠村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 530＋ 61：53．71
 4．9	
810� マルヨフレンドリー 牝5鹿 55 小坂 忠士野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 514± 01：54．23 290．2

11 � テイエムオデッセイ 牝4鹿 54 岡部 誠竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 440± 01：54．3� 220．1�

（愛知）

44 � ケイティドリーム 牡5黒鹿57 国分 優作瀧本 和義氏 清水 出美 新ひだか へいはた牧場 480－ 41：54．4	 342．7�
22 トウカイビジョン 牡4鹿 56 国分 恭介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 486＋ 81：55．57 10．5
66 タマモマナムスメ 牝4黒鹿54 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 444－ 41：55．81� 39．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，001，200円 複勝： 95，747，900円 枠連： 13，392，400円
馬連： 61，543，100円 馬単： 51，707，100円 ワイド： 33，609，800円
3連複： 92，937，800円 3連単： 238，702，100円 計： 619，641，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 400円 � 110円 枠 連（7－7） 6，590円

馬 連 �� 7，210円 馬 単 �� 13，480円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 200円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 34，000円

票 数

単勝票数 計 320012 的中 � 43609（3番人気）
複勝票数 計 957479 的中 � 99135（2番人気）� 23415（6番人気）� 593877（1番人気）
枠連票数 計 133924 的中 （7－7） 1500（14番人気）
馬連票数 計 615431 的中 �� 6304（15番人気）
馬単票数 計 517071 的中 �� 2831（28番人気）
ワイド票数 計 336098 的中 �� 4483（15番人気）�� 53483（1番人気）�� 12154（8番人気）
3連複票数 計 929378 的中 ��� 27098（8番人気）
3連単票数 計2387021 的中 ��� 5182（82番人気）

ハロンタイム 12．1―11．8―12．9―12．8―13．0―13．2―13．1―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．9―36．8―49．6―1：02．6―1：15．8―1：28．9―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラガートモヒーロ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．9．19 阪神4着

2009．4．4生 牡5黒鹿 母 フジタカローズ 母母 ウィンディロマンス 26戦3勝 賞金 50，550，000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。

04043 2月9日 晴 稍重 （26京都2）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

48 キネオピューマ 牡5鹿 57 四位 洋文吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム 452± 01：35．3 7．6�

59 ケイティープライド 牡4鹿 57 和田 竜二�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：35．51� 3．8�
816 ディアデラバンデラ 	5黒鹿57 尾島 徹 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 28．3�

（笠松）

815 ノーブルコロネット 牝4鹿 55 D．バルジュー �G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474＋ 21：35．6
 4．0�
（伊）

11 タガノリバレンス 牡5鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492＋ 81：35．81� 9．1	

12 トーホウスマート 牡4栗 57 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 480－ 2 〃 クビ 5．9


510 ウインスラッガー 牡5栗 57 国分 恭介�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 510＋ 21：35．9クビ 10．8�
36 � ライオンズバイツ 牡4鹿 57 藤田 伸二黒岩 晴男氏 中村 均 米 Green

Gates Farm 460－ 41：36．11 37．6�
714 コスモルーシー 牝5黒鹿55 岡部 誠 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 472＋ 6 〃 クビ 70．4

（愛知）

713 サンマルホーム 牡4栗 57 川島 信二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 442＋ 4 〃 ハナ 331．7�

24 ブリュネット 牝4栗 55 武 豊 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 494＋261：36．41� 14．6�
35 サ ト ノ ネ ネ 牝4鹿 55 池添 謙一里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 17．0�
47  スリーキャピトル 牝5鹿 55 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 482＋ 41：36．72 75．1�
23 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 小牧 太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476＋ 8 〃 ハナ 63．8�
612 ビコーワンダフル 牝5栗 55 荻野 琢真�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 436－ 21：36．91� 562．3�
611 テイエムオオラジャ 牡4鹿 57 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 B534＋ 21：38．6大差 173．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，744，600円 複勝： 70，129，900円 枠連： 26，837，600円
馬連： 93，615，300円 馬単： 49，010，500円 ワイド： 45，279，900円
3連複： 131，022，500円 3連単： 199，397，400円 計： 652，037，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 170円 � 580円 枠 連（4－5） 1，120円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，700円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 14，750円 3 連 単 ��� 78，490円

票 数

単勝票数 計 367446 的中 � 38199（4番人気）
複勝票数 計 701299 的中 � 78243（4番人気）� 137950（1番人気）� 24979（9番人気）
枠連票数 計 268376 的中 （4－5） 17765（4番人気）
馬連票数 計 936153 的中 �� 44593（4番人気）
馬単票数 計 490105 的中 �� 9613（13番人気）
ワイド票数 計 452799 的中 �� 21239（4番人気）�� 3958（31番人気）�� 5915（24番人気）
3連複票数 計1310225 的中 ��� 6558（49番人気）
3連単票数 計1993974 的中 ��� 1875（248番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．3―12．3―12．6―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．1―47．4―59．7―1：12．3―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キネオピューマ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．18 中山1着

2009．2．19生 牡5鹿 母 ワンアイドバンブー 母母 ドロレスバンブー 21戦3勝 賞金 43，126，000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。



04044 2月9日 晴 重 （26京都2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

かわらまち

河原町ステークス
発走14時25分 （ダート・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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

34 エーシンビートロン 牡8黒鹿57 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 492＋ 21：22．8 8．2�
814 デザートオアシス 牡6鹿 57 池添 謙一 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 520－ 2 〃 アタマ 3．4�
33 グレイスフルリープ 牡4栗 57 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 550＋ 6 〃 ハナ 9．1�
45 フミノファルコン 牡4黒鹿57 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 548－ 61：22．9� 7．2�
711 アメージングタクト 牡4鹿 57 秋山真一郎 �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 450＋ 21：23．11	 9．4	
58 キングパーフェクト 牡8黒鹿57 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム 468＋121：23．2� 97．4

712 ヤマノサファイア 牡6栗 57 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 444＋ 21：23．51
 10．0�
69 � キングオブヘイロー 牡8鹿 57 岡部 誠鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 486－ 4 〃 ハナ 33．6�

（愛知）

610� ツルオカハチマン 牡5鹿 57 岩田 康誠居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 510－ 21：23．6クビ 7．1
57 ワンダースピンドル 牡6黒鹿57 尾島 徹山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 480＋ 4 〃 クビ 127．5�

（笠松）

11 � モエレジュンキン 牡7鹿 57 和田 竜二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 476－ 21：23．81 81．4�
22 ダノンハラショー 牡7栗 57 D．バルジュー �ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 474＋221：24．22� 87．3�

（伊）

46 ソ ラ ニ ー 牡4黒鹿57 武 豊井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 488－ 41：24．3
 5．9�
813 トーホウプリンセス 牝7栗 55 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 500－121：24．51� 122．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 44，672，700円 複勝： 87，366，100円 枠連： 33，648，600円
馬連： 140，037，400円 馬単： 67，133，000円 ワイド： 57，286，800円
3連複： 191，600，800円 3連単： 308，869，200円 計： 930，614，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 150円 � 310円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，060円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 19，020円

票 数

単勝票数 計 446727 的中 � 43333（5番人気）
複勝票数 計 873661 的中 � 86602（5番人気）� 192319（1番人気）� 61746（8番人気）
枠連票数 計 336486 的中 （3－8） 39863（1番人気）
馬連票数 計1400374 的中 �� 86109（2番人気）
馬単票数 計 671330 的中 �� 16233（11番人気）
ワイド票数 計 572868 的中 �� 28955（2番人気）�� 12883（15番人気）�� 19348（7番人気）
3連複票数 計1916008 的中 ��� 45202（5番人気）
3連単票数 計3088692 的中 ��� 11990（44番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．6―12．1―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―34．1―46．2―58．2―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビートロン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2008．10．26 京都5着

2006．3．25生 牡8黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ 27戦5勝 賞金 109，241，000円
〔制裁〕 キングオブヘイロー号の騎手岡部誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）

フミノファルコン号の騎手小林徹弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
グレイスフルリープ号の騎手小牧太は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

※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9日 晴 稍重 （26京都2）第4日 第10競走 ��
��1，200�

やましろ

山城ステークス
発走15時00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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

12 アンバルブライベン 牝5鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 450－ 41：08．6 14．8�
816 トーホウアマポーラ 牝5栗 55 武 豊東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 496＋ 8 〃 クビ 5．2�
47 テイエムタイホー 牡5栗 57 小坂 忠士竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 486＋ 21：08．7� 10．9�
36 	 シゲルアセロラ 牡5黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

480＋ 41：08．8
 13．0�
48 ヤマニンプチガトー 牝5栗 55 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 480＋ 2 〃 クビ 10．0�
59 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 岩田 康誠渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502－ 2 〃 アタマ 14．1	
612 ロ ン ド 牝6青鹿55 秋山真一郎水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 472± 01：08．9クビ 9．0

35 シゲルスダチ 牡5芦 57 和田 竜二森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 440＋ 41：09．11� 21．2�
510 ジャーエスペランサ 牡5鹿 57 荻野 琢真本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 484－14 〃 クビ 91．2�
23 コスモアクセス 牝5栗 55 尾島 徹 ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 41：09．31� 240．7�

（笠松）

714 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 川島 信二�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 アタマ 3．5�
713 シャッセロール 牝4鹿 55 四位 洋文名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 456± 01：09．4� 34．6�
815 アルマリンピア 牝6鹿 55 D．バルジュー 飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472－ 2 〃 ハナ 7．1�

（伊）

11 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 444－ 21：09．5
 128．9�
611 ブラーニーストーン 7芦 57 岡部 誠吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 472± 01：09．6
 53．4�

（愛知）

24 ラディアーレ 牡6鹿 57 熊沢 重文吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 468± 01：09．7� 210．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，268，900円 複勝： 110，669，500円 枠連： 55，697，400円
馬連： 211，103，600円 馬単： 99，548，100円 ワイド： 85，506，400円
3連複： 304，702，700円 3連単： 498，281，600円 計： 1，423，778，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 470円 � 230円 � 350円 枠 連（1－8） 2，560円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 12，380円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 2，290円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 19，020円 3 連 単 ��� 125，900円

票 数

単勝票数 計 582689 的中 � 31053（9番人気）
複勝票数 計1106695 的中 � 55712（9番人気）� 149589（2番人気）� 80140（6番人気）
枠連票数 計 556974 的中 （1－8） 16097（13番人気）
馬連票数 計2111036 的中 �� 30125（21番人気）
馬単票数 計 995481 的中 �� 5937（52番人気）
ワイド票数 計 855064 的中 �� 11802（23番人気）�� 9132（34番人気）�� 14546（16番人気）
3連複票数 計3047027 的中 ��� 11829（71番人気）
3連単票数 計4982816 的中 ��� 2921（430番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．3―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．1―45．6―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 2，7，6，16（3，13）5（1，8，15）（9，10）12（11，14）－4 4 2，7，6，16（3，13）5（1，15）8（9，12）（10，14）11，4

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー 2012．1．8 京都2着

2009．2．17生 牝5鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール 17戦5勝 賞金 71，207，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エーシンシャラク号・オールブランニュー号・ビキニブロンド号・メジロツボネ号
※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。



04046 2月9日 晴 稍重 （26京都2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第54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1，800万
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

11 トーセンスターダム 牡3黒鹿56 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋101：47．6 2．5�
55 バンドワゴン 牡3黒鹿56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 アタマ 1．5�
33 	 エイシンエルヴィン 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 500＋161：47．81 62．0�
77 ピークトラム 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 482± 01：48．33 25．3�
88 	 オールステイ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 484－ 2 〃 クビ 127．8	
44 サトノルパン 牡3黒鹿56 小牧 太里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 452－ 21：48．4
 11．5

22 	 セ セ リ 牡3栗 56 岡部 誠冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 504＋ 21：48．71
 96．9�
（愛知）

89 ブラックカイト 牡3黒鹿56 池添 謙一三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 458－ 21：48．8
 42．8�
66 ダンツキャノン 牡3栗 56 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 516± 01：50．39 247．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 247，674，800円 複勝： 353，130，600円 枠連： 67，783，900円
馬連： 395，936，400円 馬単： 387，981，200円 ワイド： 154，930，100円
3連複： 473，051，800円 3連単： 2，190，826，200円 計： 4，271，315，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 420円 枠 連（1－5） 150円

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 110円 �� 640円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，310円

票 数

単勝票数 計2476748 的中 � 796707（2番人気）
複勝票数 計3531306 的中 � 1196755（2番人気）� 1683077（1番人気）� 59947（6番人気）
枠連票数 計 677839 的中 （1－5） 350594（1番人気）
馬連票数 計3959364 的中 �� 2001977（1番人気）
馬単票数 計3879812 的中 �� 759041（2番人気）
ワイド票数 計1549301 的中 �� 611313（1番人気）�� 38008（9番人気）�� 38197（8番人気）
3連複票数 計4730518 的中 ��� 291597（4番人気）
3連単票数 計21908262 的中 ��� 488912（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．3―11．6―12．5―12．2―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―35．8―47．4―59．9―1：12．1―1：24．0―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．5
3 5－8，2，7（3，1）9－4－6 4 5－（8，2）7（3，1）9－4－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンスターダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．10．20 京都1着

2011．3．14生 牡3黒鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 3戦3勝 賞金 59，581，000円
〔制裁〕 バンドワゴン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

04047 2月9日 晴 重 （26京都2）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

510 ナリタハリケーン 牡5鹿 57 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482± 01：23．8 3．3�

24 ア メ リ 牝4栗 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：24．11� 4．5�
611 オビーディエント 牡5黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 460＋ 21：24．2� 33．3�
714 メイショウロフウ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 472－ 41：24．41 5．9�
59 バ コ パ 牡5栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482± 0 〃 アタマ 8．8	
12 ステイウェル 牡4黒鹿57 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 492－ 61：24．61	 6．2

（伊）

11 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿55 上村 洋行�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 478± 0 〃 クビ 18．4�
35 マークスマン 牡4鹿 57 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 41：24．81	 30．1�
47 ジャマイカジョー 牡6黒鹿57 小牧 太薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 478＋ 21：24．9
 47．8
612 ド ン マ ネ ー 牡4黒鹿57 尾島 徹山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 466－ 4 〃 クビ 181．7�

（笠松）

36 � リアリーサムシング 牡6栗 57 国分 恭介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 476－ 41：25．0� 124．8�
815� アクアブルーウェイ 牡5栗 57 川島 信二佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480－101：25．21	 339．4�
48 ハナノシンノスケ 牡7鹿 57 小林 徹弥池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 486＋18 〃 クビ 341．3�
816 シゲルオウシザ 牡4栗 57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 516－ 41：25．51� 181．6�
713 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 友田牧場 466－10 〃 クビ 11．0�
23 � ティズトレメンダス 牝4鹿 55 藤田 伸二岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 494± 01：25．82 35．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，578，400円 複勝： 117，667，800円 枠連： 55，063，100円
馬連： 279，971，700円 馬単： 102，569，500円 ワイド： 93，308，500円
3連複： 323，096，100円 3連単： 568，114，100円 計： 1，610，369，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 170円 � 490円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，180円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 23，950円

票 数

単勝票数 計 705784 的中 � 173664（1番人気）
複勝票数 計1176678 的中 � 261413（1番人気）� 193953（2番人気）� 45609（8番人気）
枠連票数 計 550631 的中 （2－5） 79993（2番人気）
馬連票数 計2799717 的中 �� 303907（1番人気）
馬単票数 計1025695 的中 �� 54487（1番人気）
ワイド票数 計 933085 的中 �� 97215（1番人気）�� 18005（17番人気）�� 12057（21番人気）
3連複票数 計3230961 的中 ��� 37914（19番人気）
3連単票数 計5681141 的中 ��� 17510（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―47．9―1：00．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタハリケーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．10 阪神1着

2009．4．10生 牡5鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 15戦4勝 賞金 46，286，000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 シゲルケンシン号
※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。



（26京都2）第4日 2月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

251，870，000円
7，180，000円
1，460，000円
22，990，000円
64，380，500円
4，495，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
661，447，500円
1，115，778，200円
337，843，000円
1，505，453，600円
960，631，200円
639，608，600円
1，979，011，000円
4，755，973，500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 11，955，746，600円

総入場人員 20，746名 （有料入場人員 18，653名）
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