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04072 2月22日 晴 良 （26京都2）第7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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

36 エリーザベスト 牝3黒鹿54 川島 信二佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：55．3 3．1�
815 メイショウブーケ 牝3栗 54 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 456＋ 61：55．51� 7．4�
12 ブロンクスシルバー 牝3芦 54 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 472＋ 21：55．6クビ 9．7�
47 アカイツバサ 牝3栗 54 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 日高 原田牧場 458－ 21：56．45 18．5�
612 アイリッシュハープ 牝3栗 54 C．デムーロ �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 2 〃 アタマ 7．4�
（伊）

11 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 和田 竜二	ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 410± 01：57．25 157．6

35 トーセンクラウド 牝3栗 54 福永 祐一島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 2 〃 クビ 2．6�
816 チ コ リ ー 牝3黒鹿54 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 日高 長谷部牧場 476－ 21：57．73 64．5
48 ソネットライター 牝3黒鹿54 松山 弘平 	グリーンファーム角田 晃一 千歳 社台ファーム 426± 01：57．91� 34．2�
713 ラヴァーズタイム 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣嶋田 賢氏 安田 隆行 新冠 大栄牧場 438± 01：58．0クビ 209．2�
23 シ ゲ ル ノ ト 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 420－ 41：58．74 412．8�
24 リュクスラブ 牝3黒鹿54 水口 優也田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 414－101：58．8クビ 256．2�
59 ステラマリーン 牝3鹿 54 上村 洋行朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 442－ 81：59．43� 350．4�
510 マ ホ ン 牝3栗 54 池添 謙一重松 國建氏 加藤 敬二 日高 春木 昭雄 476＋ 62：00．78 19．3�
714 マルサンマリナー 牝3黒鹿54 秋山真一郎津村 圭一氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 462＋ 42：01．02 278．2�
611 テイエムデザイヤー 牝3栗 54 小牧 太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 428－ 22：01．42� 316．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，650，900円 複勝： 33，204，100円 枠連： 11，426，100円
馬連： 35，030，700円 馬単： 24，939，600円 ワイド： 20，116，700円
3連複： 56，516，100円 3連単： 94，650，700円 計： 293，534，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 260円 枠 連（3－8） 560円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 510円 �� 560円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 17，380円

票 数

単勝票数 計 176509 的中 � 44985（2番人気）
複勝票数 計 332041 的中 � 82571（2番人気）� 36120（3番人気）� 28661（5番人気）
枠連票数 計 114261 的中 （3－8） 15300（2番人気）
馬連票数 計 350307 的中 �� 18213（6番人気）
馬単票数 計 249396 的中 �� 6899（10番人気）
ワイド票数 計 201167 的中 �� 10137（5番人気）�� 9079（6番人気）�� 4711（13番人気）
3連複票数 計 565161 的中 ��� 11316（13番人気）
3連単票数 計 946507 的中 ��� 4021（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．9―50．6―1：04．1―1：17．2―1：29．9―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリーザベスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．5 新潟3着

2011．4．13生 牝3黒鹿 母 フ ロ ー レ ス 母母 シジェームサン 7戦1勝 賞金 13，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マホン号・マルサンマリナー号・テイエムデザイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成26年3月22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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クイズリングテラス号・メイショウマツシマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04073 2月22日 晴 良 （26京都2）第7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）
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

47 ホワイトクリスマス 牡3芦 56 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 新冠 赤石 久夫 490± 01：13．6 2．9�
24 スイープアロー 牡3栗 56 幸 英明矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 484± 01：14．13 4．2�
815� サウンドシャカラカ 牡3栗 56 C．デムーロ 増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm 474－ 2 〃 クビ 8．2�

（伊）

12 アップルシェア 牝3鹿 54 国分 恭介津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 456＋ 81：14．73� 116．2�
11 メイショウパラオ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 様似 中脇 一幸 438－ 21：14．8	 28．6�
816 ワンダーバリデス 
3栗 56 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 タニグチ牧場 428－ 41：15．01� 36．3�
59 シゲルイワシロ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 様似 中脇 一幸 450＋14 〃 クビ 16．6	
23 ランズデール 牡3栗 56 川田 将雅一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 514－ 81：15．42� 9．7

510 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± 01：15．61 3．9�
35 テイエムヒッカッタ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 456－ 2 〃 アタマ 456．8�
48 シゲルソウシュウ 牡3鹿 56 福永 祐一森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 中村 雅明 444－ 21：15．7� 24．3
36 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 436＋ 21：16．12� 561．1�
714 ダイシンウィン 牡3鹿 56 小牧 太大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 494＋ 41：16．52� 145．3�
611 トーアコシタンタン 牡3栗 56 熊沢 重文高山ランド� 松永 昌博 豊浦トーア牧場 448± 01：16．71 152．0�
713 ティエスアーク 牝3芦 54 中村 将之田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 432－ 21：16．91� 777．1�
612 イ チ ザ ブ イ 牡3黒鹿56 国分 優作奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか キヨタケ牧場 508－ 41：21．1大差 302．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，157，900円 複勝： 29，986，300円 枠連： 9，455，200円
馬連： 34，703，700円 馬単： 22，112，900円 ワイド： 18，119，600円
3連複： 51，985，700円 3連単： 79，685，700円 計： 263，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 210円 枠 連（2－4） 390円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 280円 �� 520円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 171579 的中 � 46965（1番人気）
複勝票数 計 299863 的中 � 63689（1番人気）� 63245（2番人気）� 30690（4番人気）
枠連票数 計 94552 的中 （2－4） 18118（1番人気）
馬連票数 計 347037 的中 �� 42212（2番人気）
馬単票数 計 221129 的中 �� 12998（3番人気）
ワイド票数 計 181196 的中 �� 17617（2番人気）�� 8119（5番人気）�� 8689（4番人気）
3連複票数 計 519857 的中 ��� 24840（3番人気）
3連単票数 計 796857 的中 ��� 8406（11番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―12．6―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―36．1―48．7―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトクリスマス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．9 京都6着

2011．3．20生 牡3芦 母 アラマサブレーヴ 母母 アラホウトク 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチザブイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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 ダンツトゥルース号・ニホンピロエアー号
（非抽選馬） 1頭 シャインプレイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 京都競馬 第７日



04074 2月22日 晴 良 （26京都2）第7日 第3競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

713 ウエスタンパレード 牡3栗 56 和田 竜二 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 486＋ 41：54．3 1．9�
36 ローレルストーム 牡3青鹿56 小牧 太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 488± 01：54．61� 7．5�
24 スカイライン 牡3青鹿56 福永 祐一窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 464－ 41：55．45 6．9�
35 ビオラフォーエバー 牡3栗 56 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 476－121：55．61� 32．7�
510 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56 水口 優也熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 B466± 0 〃 クビ 484．4�
11 スカイゴールド 牡3栗 56 C．デムーロ 橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 468± 01：56．02� 5．3	

（伊）

612 スズカシャトル 牡3鹿 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 486－ 21：56．1� 32．1

59 マイネルエアダクス 牡3芦 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 498－121：56．2クビ 11．8�
714 エスケイオスカー 牡3鹿 56 太宰 啓介廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 492－ 6 〃 アタマ 80．3�
816 タマモセナター 牡3栗 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 21：56．3クビ 30．1
23 パープルパルピナ 牡3鹿 56 小坂 忠士中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 488＋ 21：57．68 350．6�
48 アロハフライデー 牡3栗 56 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 424－ 21：58．13 621．6�
47 ダンツゴールド 牡3鹿 56 上村 洋行山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：58．2クビ 141．1�
12 スリーヴェスタ 牡3青鹿56 池添 謙一永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 514＋ 2 〃 アタマ 242．6�
611 スズカレビン 牡3鹿 56 田中 健永井 啓弍氏 藤岡 範士 洞�湖 レイクヴィラファーム 470± 01：58．3� 459．4�
815 バフチサライ 牡3芦 56 浜中 俊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496－ 22：01．2大差 33．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，557，500円 複勝： 42，655，800円 枠連： 10，316，400円
馬連： 36，244，700円 馬単： 29，352，200円 ワイド： 21，886，900円
3連複： 57，645，400円 3連単： 104，569，800円 計： 325，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 350円 �� 330円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 225575 的中 � 98497（1番人気）
複勝票数 計 426558 的中 � 166048（1番人気）� 43326（4番人気）� 44564（3番人気）
枠連票数 計 103164 的中 （3－7） 12725（3番人気）
馬連票数 計 362447 的中 �� 33113（3番人気）
馬単票数 計 293522 的中 �� 20671（3番人気）
ワイド票数 計 218869 的中 �� 16248（3番人気）�� 16961（2番人気）�� 9266（6番人気）
3連複票数 計 576454 的中 ��� 36491（3番人気）
3連単票数 計1045698 的中 ��� 16939（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．7―49．9―1：02．7―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4F51．6―3F38．9
1
3
6（1，10）13，15－（4，16）7，5，14－9，2（8，12，11）＝3
6，10（1，13）－4（16，5）15，14，9，11（7，12）8，2＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウエスタンパレード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．2．2 京都2着

2011．2．9生 牡3栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バフチサライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウイングリッター号・ナムラハリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04075 2月22日 晴 良 （26京都2）第7日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 タマモユウトウセイ 牡3栗 56 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 492 ―1：26．5 2．8�
35 ウォーターショパン 牡3黒鹿56 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 472 ―1：26．92� 5．2�
48 エイシンローリン 牝3栗 54 熊沢 重文平井 克彦氏 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 434 ―1：27．43 26．1�
714 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 434 ― 〃 クビ 10．0�
36 ドキドキマドンナ 牝3芦 54 太宰 啓介聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 460 ―1：27．61� 48．6	
47 ナムラアンバー 牡3黒鹿56 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 512 ― 〃 クビ 87．1

612 マ チ ル ダ 牝3栗 54 松山 弘平萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 466 ―1：27．81� 36．3�
816 メイショウルナ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 490 ―1：28．01� 6．8�
59 タイセイデザイア 牝3鹿 54 川島 信二田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 506 ―1：28．21� 126．3
713 エスペランサナナ 牝3鹿 54 畑端 省吾江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 466 ―1：28．52 129．9�
23 サンセットライヴ 牝3青鹿54 小坂 忠士山上 和良氏 境 直行 新ひだか 原 達也 462 ―1：28．6クビ 352．4�
611	 サウンドターゲット 牡3鹿 56 浜中 俊増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 466 ―1：29．02� 6．3�
510 ファーレンハイト 牡3栗 56 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ―1：29．42� 38．8�
815 シーヴァージア 牝3芦 54 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中村 均 新ひだか 岡田牧場 436 ―1：29．71
 118．3�
24 インターナショナル 牝3鹿 54 竹之下智昭 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 430 ―1：30．87 107．5�
11 アルリネージ 牝3鹿 54 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 北星村田牧場 468 ―1：32．07 7．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，469，000円 複勝： 29，610，800円 枠連： 11，308，300円
馬連： 32，543，000円 馬単： 22，446，800円 ワイド： 16，798，300円
3連複： 45，292，500円 3連単： 70，439，700円 計： 246，908，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 190円 � 490円 枠 連（1－3） 360円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，480円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 15，220円

票 数

単勝票数 計 184690 的中 � 53044（1番人気）
複勝票数 計 296108 的中 � 68256（1番人気）� 42867（2番人気）� 11463（7番人気）
枠連票数 計 113083 的中 （1－3） 23661（1番人気）
馬連票数 計 325430 的中 �� 39288（1番人気）
馬単票数 計 224468 的中 �� 14183（1番人気）
ワイド票数 計 167983 的中 �� 19806（1番人気）�� 2511（16番人気）�� 2201（17番人気）
3連複票数 計 452925 的中 ��� 7048（16番人気）
3連単票数 計 704397 的中 ��� 3416（41番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．7―13．1―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．3―48．0―1：01．1―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモユウトウセイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2011．3．30生 牡3栗 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 グランドデイム号・シャンディロメラ号・ナムラユリア号・ヒシエクストリーム号・レッドフェザー号



04076 2月22日 晴 良 （26京都2）第7日 第5競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

24 サウンズオブアース 牡3黒鹿56 C．デムーロ 吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502＋102：02．1 2．3�
（伊）

816 アドマイヤシーマ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426＋ 42：02．2� 7．8�
612 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 476± 02：02．94 71．3�
23 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 62：03．11 17．9�
35 サンジェナーロ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 22：03．2� 3．8	
59 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± 02：03．41� 392．9

11 ショウナンアトラス 牡3鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 6 〃 クビ 10．4�
48 ウインボナンザ 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 22：03．72 78．8�
510 ラ デ ィ ー ア 牝3鹿 54 松山 弘平有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438－ 42：03．8クビ 24．7
815 スイートルイーズ 牝3鹿 54 上村 洋行シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 434－ 2 〃 アタマ 418．1�
713 メーリングキャット 牝3鹿 54 太宰 啓介有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 ハナ 203．2�
36 ティーエスネオ 牡3芦 56 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 508＋ 2 〃 アタマ 6．3�
611 アガスティア 牡3黒鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム 526－ 4 〃 ハナ 38．6�
714 オンワードハンター 牡3鹿 56 秋山真一郎樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 454± 02：03．9� 70．9�
12 メイショウファルコ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 近藤牧場 472± 02：04．11� 281．2�
47 テイエムハヤカゼ 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 488－ 22：06．9大差 801．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，724，700円 複勝： 43，928，100円 枠連： 13，214，600円
馬連： 45，471，700円 馬単： 34，166，500円 ワイド： 24，118，800円
3連複： 68，430，800円 3連単： 121，320，100円 計： 375，375，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 250円 � 1，080円 枠 連（2－8） 820円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，180円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 30，400円

票 数

単勝票数 計 247247 的中 � 85466（1番人気）
複勝票数 計 439281 的中 � 119871（1番人気）� 43909（4番人気）� 7295（11番人気）
枠連票数 計 132146 的中 （2－8） 11916（2番人気）
馬連票数 計 454717 的中 �� 36857（3番人気）
馬単票数 計 341665 的中 �� 18853（4番人気）
ワイド票数 計 241188 的中 �� 14474（4番人気）�� 2608（24番人気）�� 1125（38番人気）
3連複票数 計 684308 的中 ��� 4821（34番人気）
3連単票数 計1213201 的中 ��� 2946（88番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．1―13．2―12．2―11．7―12．2―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．9―50．1―1：02．3―1：14．0―1：26．2―1：38．4―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウンズオブアース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．10．13 京都5着

2011．4．12生 牡3黒鹿 母 ファーストバイオリン 母母 Sunrise Symphony 4戦1勝 賞金 8，450，000円
〔制裁〕 アドマイヤシーマ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成26年3月1日から

平成26年3月16日まで騎乗停止。（被害馬：4番・10番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04077 2月22日 晴 良 （26京都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 7，200，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

812 パーティードレス 牝3栗 54 C．デムーロ 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 464－ 61：25．9 5．7�
（伊）

11 ルミナスパレード 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 ハナ 3．7�
813� レディカリビアン 牝3芦 54 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 442＋121：26．11� 19．8�
56 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 小牧 太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 472＋ 6 〃 アタマ 4．4�
69 カレンコティヤール 牝3栗 54 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 450± 0 〃 クビ 6．2�
710 オートロンシャン 牝3黒鹿54 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 468－ 61：26．2クビ 27．1	
44 ナムラユキヒメ 牝3栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 414－ 21：26．73 80．6

45 ア ブ ニ ー ル 牝3鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 2 〃 クビ 87．2�
22 バカニシナイデヨ 牝3栗 54 熊沢 重文小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 436＋ 41：27．12� 115．9�
68 アキノクリンチ 牝3芦 54 太宰 啓介穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 450－ 61：27．2クビ 16．5
57 エンジェルビーツ 牝3栗 54 松山 弘平前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 428－101：27．41� 139．2�
711 ハンマークラビア 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B454± 01：27．5	 5．6�
33 ピクニックソング 牝3鹿 54 幸 英明山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 440± 01：28．24 18．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，870，300円 複勝： 49，709，900円 枠連： 12，047，200円
馬連： 49，496，700円 馬単： 29，384，800円 ワイド： 25，669，000円
3連複： 64，618，100円 3連単： 107，154，000円 計： 362，950，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 170円 � 430円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，330円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 35，670円

票 数

単勝票数 計 248703 的中 � 34907（4番人気）
複勝票数 計 497099 的中 � 59501（5番人気）� 93014（1番人気）� 25043（7番人気）
枠連票数 計 120472 的中 （1－8） 10571（2番人気）
馬連票数 計 494967 的中 �� 25952（5番人気）
馬単票数 計 293848 的中 �� 7085（14番人気）
ワイド票数 計 256690 的中 �� 9823（10番人気）�� 4668（18番人気）�� 4319（20番人気）
3連複票数 計 646181 的中 ��� 6931（27番人気）
3連単票数 計1071540 的中 ��� 2217（117番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．5―12．5―12．5―12．8―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パーティードレス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．3．26生 牝3栗 母 グロンシャール 母母 ポールトゥウィン 4戦2勝 賞金 13，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



04078 2月22日 晴 良 （26京都2）第7日 第7競走 ��1，200�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，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
1：09．1
1：08．7

重
重

24 � サンライズネオ 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478＋ 61：11．9 4．2�
47 マウンテンファスト 牡5鹿 57 国分 恭介山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 478＋161：12．43 6．4�
48 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 522＋ 21：12．5� 4．6�
59 ナムラケンシロウ 牡4栃栗57 幸 英明奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 452－ 2 〃 ハナ 8．9�
612� プレミアムゴールド 牡5栗 57 武 幸四郎中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 484± 01：12．71� 29．6�
35 ジーブラック 牝4芦 55 C．デムーロ�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 ハナ 5．6	

（伊）

815� エルウェーオージャ 	6青 57 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 496＋ 21：12．8
 23．4

12 ヴァルナビット 牡5栗 57 小牧 太田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 486± 01：13．01 25．5�
816 ホッコージョイフル 牡4鹿 57 熊沢 重文矢部 道晃氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 484＋181：13．1
 28．8�
510 プラネットスコア 牡4黒鹿57 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 474－ 2 〃 アタマ 10．6
11 ジョウショーキング 牡5青鹿57 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 B486＋ 21：13．41� 22．1�
713 ウォーターシュート 牡4鹿 57 太宰 啓介山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 408－ 2 〃 クビ 523．1�
611 スズカヘリオス 牡5栗 57 水口 優也永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 466± 0 〃 アタマ 510．3�
36 � ビコーワンダフル 牝5栗 55 田中 健�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 430－ 21：14．03
 359．3�
714 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 福永 祐一笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502± 01：14．1クビ 18．2�
23 � ストリートワイズ 牡5青 57 上村 洋行岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 21：16．3大差 136．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，109，700円 複勝： 38，196，300円 枠連： 16，698，600円
馬連： 48，840，400円 馬単： 26，543，400円 ワイド： 25，333，600円
3連複： 72，574，800円 3連単： 106，468，800円 計： 355，765，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 190円 � 160円 枠 連（2－4） 590円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 710円 �� 330円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 211097 的中 � 40045（1番人気）
複勝票数 計 381963 的中 � 52465（2番人気）� 51285（3番人気）� 71627（1番人気）
枠連票数 計 166986 的中 （2－4） 21136（2番人気）
馬連票数 計 488404 的中 �� 20116（6番人気）
馬単票数 計 265434 的中 �� 6000（10番人気）
ワイド票数 計 253336 的中 �� 8090（7番人気）�� 20073（1番人気）�� 17176（2番人気）
3連複票数 計 725748 的中 ��� 28096（1番人気）
3連単票数 計1064688 的中 ��� 6730（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―12．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．0―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンライズネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo

2010．2．16生 牡4黒鹿 母 リオニアンレディー 母母 Moon Flower 13戦1勝 賞金 19，790，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストリートワイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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 サンダーオーシャン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04079 2月22日 晴 良 （26京都2）第7日 第8競走 ��1，800�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，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

33 トランザムスター 牡4鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B560－ 21：52．6 3．7�

78 トゥルーフレンド 牡5鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 480－ 4 〃 クビ 64．2�
89 ナリタポセイドン 牡5鹿 57 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 498＋ 21：52．81 8．2�
11 � サカジロスイセイ 牡5鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 512＋ 81：53．22� 6．9�
810 サンライズワールド �4栗 56 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B444－ 6 〃 クビ 5．2	
77 � ビーチブレイブ 牡4芦 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B506＋ 41：53．3� 26．6

22 パーフェクトスコア 牡4青鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 01：53．4� 2．6�
44 � エターナルヒーロー �4黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 佐山 優 むかわ 東振牧場 460± 01：53．61 13．8�
66 ミッキーエール 牡5栗 57 太宰 啓介野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：54．45 70．7
55 アズマユニヴァース 牡6栗 57 川島 信二田島 大史氏 武市 康男 浦河 川越ファーム 466－ 61：54．5� 196．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，731，600円 複勝： 42，115，600円 枠連： 12，264，400円
馬連： 47，624，300円 馬単： 31，576，800円 ワイド： 23，511，100円
3連複： 68，780，400円 3連単： 143，521，400円 計： 393，125，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 920円 � 210円 枠 連（3－7） 3，680円

馬 連 �� 10，050円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 680円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 22，760円 3 連 単 ��� 125，200円

票 数

単勝票数 計 237316 的中 � 51715（2番人気）
複勝票数 計 421156 的中 � 67232（2番人気）� 9176（8番人気）� 60417（5番人気）
枠連票数 計 122644 的中 （3－7） 2466（14番人気）
馬連票数 計 476243 的中 �� 3499（23番人気）
馬単票数 計 315768 的中 �� 1627（40番人気）
ワイド票数 計 235111 的中 �� 2004（25番人気）�� 9096（11番人気）�� 1894（26番人気）
3連複票数 計 687804 的中 ��� 2231（54番人気）
3連単票数 計1435214 的中 ��� 846（263番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．0―49．6―1：02．1―1：14．4―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トランザムスター �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Parade Marshal デビュー 2013．2．2 京都6着

2010．2．6生 牡4鹿 母 スターパレード 母母 Clerical Etoile 14戦2勝 賞金 23，150，000円
〔制裁〕 パーフェクトスコア号の騎手浜中俊は，1コーナー手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被

害馬：7番）
エターナルヒーロー号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）



04080 2月22日 晴 良 （26京都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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000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
1：33．0
1：30．7

良
良

44 サクラエール 牡3黒鹿56 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 462± 01：34．5 15．7�
813 ダイシンサンダー 牡3鹿 56 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 472－ 41：34．6� 2．3�
711 ダノンマッキンレー 牡3栗 56 福永 祐一�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 480＋141：34．7� 5．5�
45 モンラッシェ 牡3栗 56 太宰 啓介吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468＋10 〃 アタマ 14．5�
57 コウエイタケル 牡3鹿 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 474＋101：34．8� 6．1�
710 ネオヴァリアント 牡3鹿 56 四位 洋文小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 472－ 41：35．22� 25．4	
69 シュシュブリーズ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 
キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 61：35．3� 82．0�
68 オトコギマサムネ 牡3鹿 56 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472＋10 〃 ハナ 11．0�
812 マイネルフォルス 牡3鹿 56 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 474± 01：35．4� 284．8
11 ウォーターフレアー 牝3黒鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 480－ 61：35．61 36．0�
22 ウインレーベン 牡3青鹿56 和田 竜二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 446＋101：36．02� 161．2�
56 チーフアセスメント 牡3鹿 56 C．デムーロ 
社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 81：36．42� 7．5�
（伊）

33 リ コ ル デ ィ 牡3鹿 56 池添 謙一 
サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 502－101：36．61	 38．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，996，000円 複勝： 61，233，300円 枠連： 19，481，300円
馬連： 90，091，000円 馬単： 55，976，600円 ワイド： 35，723，600円
3連複： 109，435，800円 3連単： 202，552，600円 計： 616，490，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 380円 � 140円 � 170円 枠 連（4－8） 1，000円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 750円 �� 860円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 25，130円

票 数

単勝票数 計 419960 的中 � 21122（7番人気）
複勝票数 計 612333 的中 � 30028（7番人気）� 153438（1番人気）� 104188（2番人気）
枠連票数 計 194813 的中 （4－8） 14469（4番人気）
馬連票数 計 900910 的中 �� 29774（10番人気）
馬単票数 計 559766 的中 �� 7096（23番人気）
ワイド票数 計 357236 的中 �� 11023（9番人気）�� 9416（13番人気）�� 36657（1番人気）
3連複票数 計1094358 的中 ��� 29333（7番人気）
3連単票数 計2025526 的中 ��� 5949（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．3―47．2―59．1―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラエール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラホクトオー デビュー 2013．12．22 阪神1着

2011．3．29生 牡3黒鹿 母 サクラロマンス 母母 サクラハツスル 2戦2勝 賞金 17，136，000円
〔発走状況〕 チーフアセスメント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04081 2月22日 晴 良 （26京都2）第7日 第10競走 ��
��2，000�

い な り

稲 荷 特 別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 マ デ イ ラ 牡5栗 57 川田 将雅 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 484－ 42：00．4 5．1�
22 ラスカルスピード 牡4鹿 56 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464＋ 62：00．5� 2．5�
55 メイショウブシン 牡4鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 464＋ 62：00．81	 48．1�
810 スリーロブロイ 牡5鹿 57 国分 恭介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 448＋ 4 〃 クビ 102．5�
89 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 496＋ 22：00．9クビ 31．7	
33 スズカアンペール 牡6鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 478＋ 8 〃 ハナ 6．7

44 
 エーシンマックス 牡4栗 56 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 508＋ 62：01．32� 6．1�
66 カレンバッドボーイ 牡4鹿 56 C．デムーロ 鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 494＋22 〃 クビ 5．2�

（伊）

11 ヴィーヴァギブソン �7鹿 57 武 幸四郎芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 514＋ 22：01．62 156．8
78 ポセイドンバローズ 牡4栗 56 浜中 俊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B480＋ 62：01．7	 11．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，256，600円 複勝： 53，351，200円 枠連： 17，130，200円
馬連： 83，940，400円 馬単： 50，864，400円 ワイド： 31，029，900円
3連複： 102，573，700円 3連単： 221，142，400円 計： 593，288，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 140円 � 670円 枠 連（2－7） 450円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，390円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 35，160円

票 数

単勝票数 計 332566 的中 � 52038（2番人気）
複勝票数 計 533512 的中 � 90868（2番人気）� 140612（1番人気）� 13534（8番人気）
枠連票数 計 171302 的中 （2－7） 28245（1番人気）
馬連票数 計 839404 的中 �� 89829（1番人気）
馬単票数 計 508644 的中 �� 21227（6番人気）
ワイド票数 計 310299 的中 �� 33004（1番人気）�� 2843（25番人気）�� 6931（17番人気）
3連複票数 計1025737 的中 ��� 9851（26番人気）
3連単票数 計2211424 的中 ��� 4642（134番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．1―12．0―12．3―12．3―12．0―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．2―48．2―1：00．5―1：12．8―1：24．8―1：36．6―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マ デ イ ラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．30 京都1着

2009．4．8生 牡5栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ 21戦3勝 賞金 45，016，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



04082 2月22日 晴 良 （26京都2）第7日 第11競走 ��
��1，400�

いかるが

斑鳩ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

44 アドマイヤドバイ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464＋ 21：20．8 1．8�
33 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 518＋101：21．01 78．3�
66 ハングリージャック 牡7黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490－ 61：21．1� 19．3�

（伊）

79 メイショウヤタロウ 牡6鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 492＋ 6 〃 クビ 14．4�
22 シルクドリーマー 牡5鹿 57 川田 将雅有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 482＋ 21：21．2クビ 6．1�
55 ニシノビークイック 牡5栗 57 四位 洋文西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 494＋ 4 〃 ハナ 19．3�
67 マイネボヌール 牝5青鹿55 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：21．41	 12．5

11 ダンツカナリー 牝4青鹿55 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 472－ 4 〃 アタマ 12．5�
811 ダイナミックガイ 牡4栗 57 松山 弘平小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 482－ 41：21．61� 10．0�
78 ショウナンマハ 牝6黒鹿55 幸 英明湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 460＋ 21：21．7クビ 166．4�
810
 エーシンシャラク 牡6芦 57 小牧 太	栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B506－ 21：22．65 13．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，738，500円 複勝： 94，745，100円 枠連： 31，927，400円
馬連： 169，499，600円 馬単： 102，134，100円 ワイド： 61，952，400円
3連複： 219，643，900円 3連単： 477，634，800円 計： 1，209，275，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 980円 � 370円 枠 連（3－4） 6，250円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 610円 �� 6，750円

3 連 複 ��� 23，680円 3 連 単 ��� 96，740円

票 数

単勝票数 計 517385 的中 � 235619（1番人気）
複勝票数 計 947451 的中 � 348405（1番人気）� 16301（10番人気）� 50336（9番人気）
枠連票数 計 319274 的中 （3－4） 3772（20番人気）
馬連票数 計1694996 的中 �� 20413（23番人気）
馬単票数 計1021341 的中 �� 9117（22番人気）
ワイド票数 計 619524 的中 �� 8208（24番人気）�� 26962（7番人気）�� 2148（43番人気）
3連複票数 計2196439 的中 ��� 6847（72番人気）
3連単票数 計4776348 的中 ��� 3644（257番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．4―11．3―11．7―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．5―45．8―57．5―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 1（3，10）（4，6，11）7（2，5）－9，8 4 1，3（4，6，10）11（2，5，7）9，8

勝馬の
紹 介

アドマイヤドバイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 札幌2着

2010．5．13生 牡4鹿 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 13戦4勝 賞金 82，115，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04083 2月22日 晴 良 （26京都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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

36 スプリングシーズン 牡6鹿 57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516＋ 21：51．4 2．9�

12 � ビービートレイター 牡4黒鹿56 C．デムーロ�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 480－ 21：51．72 2．2�
（伊）

59 メイショウコンカー 牡5栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462＋ 41：51．8	 7．1�
35 セイスコーピオン 牡4栗 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 504＋ 21：52．12 34．8�
23 タマモベルモット 牡4鹿 56 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 488＋ 41：52．63 397．8	
48 カーティスバローズ 牡4鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 492＋ 2 〃 アタマ 7．3

714 タイガーシード 牡5黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 512± 01：52．91	 42．9�
24 マイネルバウンス 牡5栗 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 下河辺牧場 494± 01：53．11
 59．9�
612 スズカウラノス 牡5鹿 57 浜中 俊永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464± 0 〃 クビ 29．9
510 ソルモンターレ 牡8鹿 57 四位 洋文�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B466＋ 21：53．84 33．2�
47 � テーオーダンシング �7鹿 57 小牧 太小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 530＋ 81：54．01� 107．4�
816 クラウンシュバルツ 牡4栗 56 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 468－ 61：54．1� 361．4�
11 ニホンピロバロン 牡4栗 56 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 478＋ 61：54．3	 84．4�
815� ミッキーマーチ �5栗 57 国分 優作野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 498＋ 2 〃 ハナ 206．9�
611 ラルシュドール 牝5鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 61：55．15 101．7�
713 バンブーデルピエロ 牡4鹿 56 小坂 忠士�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 496＋ 61：55．2� 107．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，054，700円 複勝： 74，187，800円 枠連： 25，395，400円
馬連： 145，018，000円 馬単： 70，226，900円 ワイド： 51，805，600円
3連複： 166，608，100円 3連単： 316，520，800円 計： 892，817，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（1－3） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 180円 �� 340円 �� 390円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 430547 的中 � 117603（2番人気）
複勝票数 計 741878 的中 � 202052（1番人気）� 184719（2番人気）� 85901（4番人気）
枠連票数 計 253954 的中 （1－3） 55592（1番人気）
馬連票数 計1450180 的中 �� 329431（1番人気）
馬単票数 計 702269 的中 �� 63369（2番人気）
ワイド票数 計 518056 的中 �� 91166（1番人気）�� 34464（3番人気）�� 28553（4番人気）
3連複票数 計1666081 的中 ��� 158358（2番人気）
3連単票数 計3165208 的中 ��� 72293（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．0―12．5―12．6―12．4―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．9―49．4―1：02．0―1：14．4―1：26．7―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングシーズン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2011．3．26 小倉5着

2008．4．28生 牡6鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング 14戦4勝 賞金 57，442，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26京都2）第7日 2月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

192，090，000円
2，080，000円
6，900，000円
1，220，000円
17，400，000円
64，460，750円
4，368，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
340，317，400円
592，924，300円
190，665，100円
818，504，200円
499，725，000円
356，065，500円
1，084，105，300円
2，045，660，800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 5，927，967，600円

総入場人員 14，236名 （有料入場人員 12，619名）
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