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０４０４９ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５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

５９ ダークブレイズ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５４２＋ ６１：５４．５ １４．３�

４７ グレートチャールズ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ５０６± ０ 〃 クビ １．９�
８１６ マイネルアクロス 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ２１：５４．７１� ５．０�
２３ ホットニュース 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：５５．５５ ８．１�

（伊）

７１３ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４７６－ ８１：５６．４５ ６．７�
２４ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５３０－ ４１：５６．６１ ２２２．４	
８１５ セ ヴ ェ ル ス 牡３鹿 ５６ 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４８０－ ２１：５６．９１� １５．９

６１１ サンライズシックス 牡３鹿 ５６ 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ７１．２�
１１ トップリターン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４７２－１０１：５７．２１� ７２．１�
７１４ ケイウンニシキ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介鋤元 節夫氏 飯田 雄三 浦河 渡辺牧場 ４３８－ ４１：５７．３クビ ７３．８
３６ タマモコンサート 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文タマモ� 池添 兼雄 新冠 小泉牧場 ５０２＋ ２１：５７．４� ２４７．４�
６１２ ウエスタンマグマ 牡３鹿 ５６ 田中 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム ４５４－ ２１：５７．８２� １２４．９�

（兵庫）

５１０ ニューロジカル 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４６２± ０１：５８．４３� ３５４．４�

４８ キタサンカイザー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥�大野商事 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 ４８２＋１４１：５８．６１� ２８．７�
３５ シャイニーグリーン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４４８－ ４１：５８．７� ３２６．０�
１２ クイーンキセキ 牝３黒鹿５４ 中村 将之林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２６＋ ８１：５９．１２� １００．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０４３，２００円 複勝： ４８，７０８，５００円 枠連： １０，３１４，６００円

馬連： ３６，８３４，１００円 馬単： ２８，２３９，２００円 ワイド： １７，９３４，０００円

３連複： ５４，１０７，２００円 ３連単： ９１，２６８，１００円 計： ３０４，４４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（４－５） １，３１０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １，０６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １９，１２０円

票 数

単勝票数 計 １７０４３２ 的中 � ９４３１（５番人気）
複勝票数 計 ４８７０８５ 的中 � １７００６（６番人気）� ３０９６５３（１番人気）� ４７４２３（２番人気）
枠連票数 計 １０３１４６ 的中 （４－５） ５８５５（４番人気）
馬連票数 計 ３６８３４１ 的中 �� ２１４８２（５番人気）
馬単票数 計 ２８２３９２ 的中 �� ５１０１（１３番人気）
ワイド票数 計 １７９３４０ 的中 �� １１７３２（４番人気）�� ３５４５（１４番人気）�� ２２０７９（２番人気）
３連複票数 計 ５４１０７２ 的中 ��� ２３４５５（６番人気）
３連単票数 計 ９１２６８１ 的中 ��� ３５２４（５１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．３―１３．４―１３．２―１３．０―１２．５―１２．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．２―５０．６―１：０３．８―１：１６．８―１：２９．３―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダークブレイズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１２．１．２１ 京都１２着

２００９．２．２１生 牡３黒鹿 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※クイーンキセキ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０４０５０ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５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

６１１ ローレルレジェンド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７４＋１６１：１３．６ １０．９�

７１３ ダブルプライム 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４５８＋１８ 〃 アタマ １６．８�
３５ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７０－ ２１：１３．８１ １．８�
７１４ スジャウムンキン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大加藤 信之氏 谷 潔 日高 庫宝牧場 ４６４－ ４１：１３．９� ７．１�
２４ ヴァルナビット 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４８２－ ４１：１４．８５ ４１．０�
５１０ テ ィ ン ギ ー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文加藤 信之氏 松永 幹夫 新ひだか 増本牧場 ４１２－ ８ 〃 アタマ １６．９	
３６ フォレストピア 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム ４８６＋ ４１：１５．２２� ４．９

６１２ エドノボルト 牡３青 ５６ 横山 義行遠藤 喜松氏 尾関 知人 日高 エンドレス

ファーム ４７０－ ８ 〃 クビ ４３８．８�
８１５ ハリスキャスケード 牡３栗 ５６ 小林 徹弥伊藤 仁氏 南井 克巳 浦河 冨岡 博一 ４７８＋１０１：１５．３� ２４４．６�
８１６ ギンザノクリチャン 牝３栗 ５４ 小坂 忠士栗本 博晴氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 B４４８－ ６１：１５．５� ４３７．６
５９ クラウンザクラウン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰矢野 悦三氏 角田 晃一 新冠 大栄牧場 ４８４－ ４１：１５．６� ８６．８�
２３ ハッピーショット 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４６０± ０１：１５．７クビ １５．７�

（伊）

１２ フトゥールム 牝３栗 ５４ 小牧 太�イクタ 湯窪 幸雄 新冠 越湖ファーム ４５０＋ ４１：１５．９１� ６７．３�
４７ デルマアマテラス 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：１６．１１� １６２．７�
１１ ジャングルヤマト 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４１４－ ８ 〃 ハナ ３３３．８�
４８ トウショウスコア 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８８－ ２１：１６．２クビ １５０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９３２，９００円 複勝： ３９，０３３，２００円 枠連： １１，４５８，３００円

馬連： ３７，０３０，４００円 馬単： ２９，７６４，８００円 ワイド： １９，３７７，７００円

３連複： ５２，９０７，９００円 ３連単： ８８，９４４，３００円 計： ２９７，４４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ３００円 � ４３０円 � １１０円 枠 連（６－７） ２，５００円

馬 連 �� １０，２３０円 馬 単 �� １８，８３０円

ワ イ ド �� ２，６４０円 �� ４８０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ４，４１０円 ３ 連 単 ��� ５０，０４０円

票 数

単勝票数 計 １８９３２９ 的中 � １３７８６（４番人気）
複勝票数 計 ３９０３３２ 的中 � ２０２６６（５番人気）� １３０００（７番人気）� １９９０００（１番人気）
枠連票数 計 １１４５８３ 的中 （６－７） ３３８４（８番人気）
馬連票数 計 ３７０３０４ 的中 �� ２６７４（２３番人気）
馬単票数 計 ２９７６４８ 的中 �� １１６７（４５番人気）
ワイド票数 計 １９３７７７ 的中 �� １６５９（２４番人気）�� １０４９６（５番人気）�� ８７９１（６番人気）
３連複票数 計 ５２９０７９ 的中 ��� ８８５６（１４番人気）
３連単票数 計 ８８９４４３ 的中 ��� １３１２（１３７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．１―１２．４―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルレジェンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．１１．６ 京都６着

２００９．４．１５生 牡３鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 シェーンガルテン号・ジャコキング号・ズームイン号・ニロティカス号・ヒルノプラハ号・ブラウンライジング号・

ミヤジチョビ号
※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５日



０４０５１ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５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

４８ ジョナパランセ 牡３栗 ５６ 川田 将雅青木 基秀氏 小崎 憲 日高 グリーンヒルスタッド ４８０± ０１：５５．７ ２．５�

６１２ スズカルパン 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ３．８�

７１４ ケイエスファントム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ５１０－ ４１：５６．０１� ３４．７�
２４ マイネルボンド 牡３青鹿５６ 安藤 光彰 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４８６－ ６１：５６．１クビ １１５．２�
１１ エーシンハッブル 牡３青 ５６ 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 B４９２＋ ２１：５６．２� ８．１�
１２ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５３２－ ２ 〃 クビ ４．４�
２３ トウショウギフト 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５００± ０１：５６．７３ １２．２	
３５ ポケットピース 牡３黒鹿５６ 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 ４５０± ０１：５６．９１� ９３．６

８１６ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９４－ ６１：５７．１１� １９．４�
４７ トライチャンス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田 秀樹氏 昆 貢 新ひだか 中村 和夫 ４８２＋ ６１：５８．１６ １２３．７�
６１１ エリモマッローネ 牡３栗 ５６ 田中 学山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント B４４８± ０１：５８．９５ １８９．７

（兵庫）

８１５ ナ ガ ア キ ラ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ４９４．３�
５１０ ファイアイーター 牡３青鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６０± ０１：５９．０クビ ２７１．８�
５９ シゲルガマズミ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 高岸 順一 ５４２± ０１：５９．２１� ２４６．８�
３６ アグネスファイター 牡３黒鹿５６ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７６＋ ６２：００．２６ ２８．３�
７１３ レイシャルム 牡３芦 ５６ 芹沢 純一林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４４＋ ４２：０１．６９ ４３６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，００２，８００円 複勝： ２９，０６８，２００円 枠連： １２，６０３，７００円

馬連： ４０，７１０，５００円 馬単： ２９，９９５，６００円 ワイド： １９，９７５，２００円

３連複： ５８，１８２，１００円 ３連単： ９２，４５８，８００円 計： ３００，９９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ５１０円 枠 連（４－６） ４１０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� １，０８０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，５００円

票 数

単勝票数 計 １８００２８ 的中 � ５７８６９（１番人気）
複勝票数 計 ２９０６８２ 的中 � ８７９９４（１番人気）� ６５６６２（２番人気）� ８５０６（７番人気）
枠連票数 計 １２６０３７ 的中 （４－６） ２２９９９（２番人気）
馬連票数 計 ４０７１０５ 的中 �� ６３９４８（１番人気）
馬単票数 計 ２９９９５６ 的中 �� ２４５９１（１番人気）
ワイド票数 計 １９９７５２ 的中 �� ３１３９１（１番人気）�� ３９５６（１３番人気）�� ３５０３（１６番人気）
３連複票数 計 ５８１８２１ 的中 ��� １３５７６（１０番人気）
３連単票数 計 ９２４５８８ 的中 ��� ７１８９（２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．８―１３．０―１３．４―１３．４―１２．６―１３．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．６―４９．６―１：０３．０―１：１６．４―１：２９．０―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．３
１
３

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

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

ジョナパランセ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Fly So Free デビュー ２０１２．１．２１ 京都４着

２００９．２．５生 牡３栗 母 リブレメンテ 母母 Seiran ３戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイシャルム号は，平成２４年３月１１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。
（非抽選馬） １頭 ケビンバローズ号
※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。

０４０５２ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

８１５ マルカリョウマ 牡３芦 ５６ 川田 将雅河長産業� 増本 豊 新ひだか 坂本 春雄 ５１４ ―１：２６．２ ２．９�

４８ テイケイフロックス 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９２ ―１：２６．５２ ４７．０�
８１６� リアライズカレボ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎工藤 圭司氏 森 秀行 米 Emilie G.

Fojan ４９４ ―１：２７．１３� ６３．２�
３６ トミケンアルドール 牡３栗 ５６ 国分 恭介冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 ４８６ ―１：２７．３１� ３．１�
６１１ マコトラピスラズリ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４４４ ―１：２７．８３ ３０．８�
２４ � ヴィクタシア 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ４８６ ―１：２８．４３� ２３．２�
１２ タガノバベル 牡３栗 ５６ 池添 謙一八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２ ―１：２８．５� ５．０	
１１ ビバドリーム 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎
高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４６０ ―１：２８．９２� ３１．３�
５９ アドマイヤマグマ 牡３芦 ５６ 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８ ―１：２９．２２ １０．８�
７１３ ゼンノギンタデン 牝３黒鹿５４ 田中 学大迫久美子氏 藤岡 健一 新冠 村上 欽哉 ４５０ ―１：２９．３� ２５９．４

（兵庫）

７１４ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４８６ ―１：３０．０４ １７１．２�
５１０ レディハードモア 牝３栃栗５４ 芹沢 純一ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 千歳 社台ファーム ５０２ ―１：３０．２１� ２３．８�
６１２ ポエティカル 牝３鹿 ５４ 中村 将之�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４０４ ―１：３０．５２ ８３．２�
４７ キングスーパーマン 牡３栗 ５６ 石橋 守
�昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６６ ―１：３０．７１� ２８．８�
３５ ルンバビーン 牝３青鹿５４ 津村 明秀小山 豊氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４７６ ―１：３１．９７ ２２．４�
２３ アイファーストーク 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥中島 稔氏 日吉 正和 浦河 野表 春雄 ４０８ ―１：３３．０７ ３６３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０９４，０００円 複勝： ２１，６７４，０００円 枠連： １２，３６５，２００円

馬連： ３４，２０３，５００円 馬単： ２５，２４９，６００円 ワイド： １６，７６６，７００円

３連複： ４４，８６２，４００円 ３連単： ６７，８７６，９００円 計： ２３９，０９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ９８０円 � １，３００円 枠 連（４－８） ２，６００円

馬 連 �� ５，９７０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� ２，１６０円 �� １２，６８０円

３ 連 複 ��� ６０，３１０円 ３ 連 単 ��� ２２１，６６０円

票 数

単勝票数 計 １６０９４０ 的中 � ４５２６５（１番人気）
複勝票数 計 ２１６７４０ 的中 � ５３２０７（１番人気）� ４６２２（１１番人気）� ３４１６（１３番人気）
枠連票数 計 １２３６５２ 的中 （４－８） ３５２３（１０番人気）
馬連票数 計 ３４２０３５ 的中 �� ４２３５（２１番人気）
馬単票数 計 ２５２４９６ 的中 �� ２４６６（２３番人気）
ワイド票数 計 １６７６６７ 的中 �� ２０６９（２３番人気）�� １９３１（２５番人気）�� ３１９（７８番人気）
３連複票数 計 ４４８６２４ 的中 ��� ５４９（１４５番人気）
３連単票数 計 ６７８７６９ 的中 ��� ２２６（５４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．８―１２．３―１２．６―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．８―４８．１―１：００．７―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカリョウマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

２００９．４．２１生 牡３芦 母 イサミマニッシュ 母母 セレクトレモン １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーストーク号は，平成２４年３月１１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） ４頭 キタサンエピソード号・スズカアーサー号・ヒカルマイソング号・リュウスマイル号
※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。



０４０５３ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５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

７１３ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５０４－ ２１：３６．３ １．２�

１２ インクレセント 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４２８－ ６１：３６．４� １３．７�
３５ トワイスアップ 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ２１：３６．５クビ １６．２�

（伊）

４８ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：３６．９２� ２３．６�
２３ パイライトパワー 牝３鹿 ５４ 千葉 直人西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４２４－ ６１：３７．１１� ２１．７�
３６ ブレイムレスリー 	３鹿 ５６ 池添 謙一	ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋ ２ 〃 クビ ３６．９

５１０
 マイネヴォヤージ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 愛 Curtasse
S A S ４０８－１６１：３７．４１� １６９．４�

４７ オレハメジャー 牡３栗 ５６
５５ ☆高倉 稜北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 ４３４＋ ６ 〃 ハナ ８０．９�

２４ ドーントレス 牡３黒鹿５６ 国分 恭介岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４５４－ ４１：３７．５� １９１．５
６１１ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４８－ ４１：３８．０３ ５９．８�
８１５ オードゥルルド 牝３青鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：３８．１� １２．８�
８１６
 ノードラメール 牝３栗 ５４ 田中 学小林 昌志氏 佐々木晶三 愛 Masashi

Kobayashi ４１６－ ４１：３８．３１� ５６６．７�
（兵庫）

６１２ オーシャンゼリゼ 牡３芦 ５６ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス	 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 アタマ ８９．５�

１１ キングズクエスト 牡３栗 ５６ 大庭 和弥岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４５４± ０１：３８．４� ４７．４�
５９ シゲルザクロ 	３鹿 ５６ 藤岡 佑介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 長浜 秀昭 ４１０－１０ 〃 ハナ ２２４．４�
７１４ マスポンピドゥ 牝３栗 ５４ 津村 明秀上田 忠男氏 小野 次郎 新ひだか 中田 浩美 ４５８－１４ （競走中止） ３８５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８８０，０００円 複勝： １０２，５２５，０００円 枠連： １５，５６９，１００円

馬連： ５０，４７１，７００円 馬単： ４５，２５９，３００円 ワイド： ２５，９０８，５００円

３連複： ６８，１７２，８００円 ３連単： １５３，０９３，１００円 計： ４９６，８７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ２５０円 � １９０円 枠 連（１－７） ４６０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３５８８００ 的中 � ２４２７９８（１番人気）
複勝票数 計１０２５２５０ 的中 � ７６８５０１（１番人気）� ３４２４６（５番人気）� ５４８１８（２番人気）
枠連票数 計 １５５６９１ 的中 （１－７） ２５１００（２番人気）
馬連票数 計 ５０４７１７ 的中 �� ５３８２８（３番人気）
馬単票数 計 ４５２５９３ 的中 �� ４１１４４（３番人気）
ワイド票数 計 ２５９０８５ 的中 �� １８３３６（３番人気）�� ３０３００（１番人気）�� ６３５１（１０番人気）
３連複票数 計 ６８１７２８ 的中 ��� ３６７５５（２番人気）
３連単票数 計１５３０９３１ 的中 ��� ３６０６２（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１２．５―１１．９―１１．８―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．６―４９．１―１：０１．０―１：１２．８―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ソ レ イ ユ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２１ 京都２着

２００９．２．１４生 牡３鹿 母 フィーユドゥレーヴ 母母 ランフォザドリーム ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔競走中止〕 マスポンピドゥ号は，競走中に疾病〔右脛骨複骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 クロコサイレンス号・サウンドマンデュロ号・スズカジョンブル号・ニシノウマノスケ号・ビュービーナス号・

マイネルアルティマ号・ルシーダカフェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０４０５４ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５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）

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

８１３ ワイドバッハ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 ４５８＋ ２１：２５．３ １．９�

５６ ハ ヤ ブ サ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４５４＋ ２１：２５．９３� １２．７�
３３ モズベラベラ 牡３栗 ５６ 池添 謙一北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 ４５６＋ ４１：２６．０� １３．１�
６８ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０２－ ４１：２６．６３� ３．８�
４５ � ウィナーズマックス 牡３黒鹿５６ 石橋 守山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６０－ ４１：２６．８１� ４３．６�
２２ ハマノヴィグラス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム ５０６＋ ２１：２６．９� １３７．２�
８１２ キクノストーム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４７６＋１２１：２７．０クビ ５．３�
５７ � ス パ イ ア 牡３鹿 ５６ 和田 竜二庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 橋本牧場 ５２４－ ２１：２７．４２� ２３４．５	
４４ � ラブミークリーム 牝３芦 ５４ 田中 学小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４５０＋ ２ 〃 ハナ １２８．１


（兵庫）

６９ ズ ッ カ 牝３栗 ５４ 川田 将雅�RRA 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４１２＋ ６１：２７．５� ２３．１�
７１１� コパノモーニング �３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ５０６－ ８１：２７．８２ ５０４．３
７１０ トップキックス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�コオロ 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４４４－ ２１：２８．６５ ８２．４�
１１ エ タ ニ テ ィ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂�ミルファーム 田島 俊明 日高 小西ファーム ４６８－ ６１：２９．３４ ４４５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，０７７，１００円 複勝： ５３，９９３，９００円 枠連： １３，６０７，３００円

馬連： ４７，０６４，４００円 馬単： ３８，４８２，４００円 ワイド： ２１，６４２，９００円

３連複： ５８，８７８，０００円 ３連単： １２９，６３２，４００円 計： ３８５，３７８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ２７０円 枠 連（５－８） ８００円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ４１０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� ８，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２２０７７１ 的中 � ９６１５２（１番人気）
複勝票数 計 ５３９９３９ 的中 � ３３３５６３（１番人気）� ３０２８９（４番人気）� ２３９０１（５番人気）
枠連票数 計 １３６０７３ 的中 （５－８） １２６９８（３番人気）
馬連票数 計 ４７０６４４ 的中 �� ３６３１８（４番人気）
馬単票数 計 ３８４８２４ 的中 �� ２２５８２（６番人気）
ワイド票数 計 ２１６４２９ 的中 �� １６２５３（３番人気）�� １３４８９（４番人気）�� ４０８２（１３番人気）
３連複票数 計 ５８８７８０ 的中 ��� １８５３０（７番人気）
３連単票数 計１２９６３２４ 的中 ��� １１６４４（２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．０―１２．６―１２．２―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．７―４８．３―１：００．５―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドバッハ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１１．５ 京都１着

２００９．４．３０生 牡３鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ ４戦２勝 賞金 １７，３００，０００円
〔その他〕 ハヤブサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハヤブサ号は，平成２４年３月１１日まで出走できない。
※エタニティ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０５５ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５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）

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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

３４ � アイスメアー 牝４栗 ５５ 小牧 太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤平 和実 ４５４＋ ２１：１２．８ ７．２�

６１０ アドマイヤオンリー 牝５芦 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２＋ ２１：１２．９� ７．２�

７１２ ヴィクトリーマーチ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４６４－ ８ 〃 クビ ４．５�
１１ スマイリングムーン 牝４黒鹿５５ C．デムーロ 吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ４９４－ ２１：１３．０クビ ３．６�

（伊）

７１１ ガールズストーリー 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４２６－ ４１：１３．３２ ３．４�
２２ フローラルホール 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６２－ ８１：１３．７２� １７．８�
３３ ワンダーフウラン 牝６鹿 ５５ 川田 将雅山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ４６．１�
８１３ ナチュラルライツ 牝４栗 ５５ 大庭 和弥吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：１３．９１� ９４．２	
５８ キクノアルバ 牝５鹿 ５５ 国分 恭介菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６６－ ８１：１４．１１ ３３．９

４６ � ノブクィーン 牝５黒鹿５５ 高田 潤前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４５８＋ ２１：１４．２� １３１．２�
８１４� ネオスペチアーレ 牝５鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４６０－ ４ 〃 クビ １９５．８�
６９ セキサンキセキ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ４０．６�
５７ ハローエフェクト 牝４鹿 ５５ 池添 謙一三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ３９．０�
４５ ホワイトアッシュ 牝４芦 ５５ 津村 明秀布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４２－ ６１：１４．３クビ ２４１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４７９，６００円 複勝： ３３，０５１，７００円 枠連： １４，７０６，９００円

馬連： ４７，５７４，５００円 馬単： ３０，１６０，１００円 ワイド： ２２，２４９，５００円

３連複： ６８，６４３，０００円 ３連単： １１０，７６９，７００円 計： ３４５，６３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � １９０円 枠 連（３－６） ２，１４０円

馬 連 �� ２，４００円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ７３０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� ３０，０３０円

票 数

単勝票数 計 １８４７９６ 的中 � ２０２３４（５番人気）
複勝票数 計 ３３０５１７ 的中 � ４２７９５（５番人気）� ４３４３０（４番人気）� ５０１４２（３番人気）
枠連票数 計 １４７０６９ 的中 （３－６） ５０９５（９番人気）
馬連票数 計 ４７５７４５ 的中 �� １４６４４（１０番人気）
馬単票数 計 ３０１６０１ 的中 �� ４４６５（２２番人気）
ワイド票数 計 ２２２４９５ 的中 �� ７８０４（９番人気）�� ７５３６（１０番人気）�� ８４９１（８番人気）
３連複票数 計 ６８６４３０ 的中 ��� １３１３６（１１番人気）
３連単票数 計１１０７６９７ 的中 ��� ２７２３（９０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１１．９―１１．８―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．３―３６．２―４８．０―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アイスメアー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ノーザンテースト （１戦０勝 賞金 ０円）

２００８．４．１８生 牝４栗 母 ハロースウィーティ 母母 ハロースイートシング ７戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
地方デビュー ２０１０．９．２８ 園田

※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。

０４０５６ ２月１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都２）第５日 第８競走 ��３，７６０�

よど

淀ジャンプステークス
発走１３時５０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード４：１４．４良・良

６６ バアゼルリバー 牡６鹿 ６０ 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８－ ２４：２１．７ １．７�

５５ � マ サ ラ イ ト 牡８鹿 ６１ 西谷 誠丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ５０６＋ ２４：２２．１２� ４．７�
１１ シゲルジュウヤク 牡４栗 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８６＋ ６４：２２．４１� ７．０�
７７ ナリタシャトル 牡７黒鹿６０ 高田 潤�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５２０－ ２４：２２．６１� ２１．５�
４４ ディアマイホース 牡６黒鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５０４－１４４：２２．８１� ７．１�
８８ マルタカタキオン 牡９栗 ６０ 黒岩 悠國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０８＋ ２ 〃 クビ ９７．６�
３３ ナムラチェンジ 牡７鹿 ６０ 難波 剛健奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４８２＋ ４４：２３．０１ １４．７	
８９ モルフェサイレンス 牡７栗 ６１ 大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４９８± ０ 〃 ハナ ５６．０

２２ ヒシカツヒトリタビ 牡５芦 ６０ 植野 貴也阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 カミイスタット ５０６－ ２ （競走中止） ５３．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，９５０，５００円 複勝： ３２，２０３，１００円 枠連： １０，１４６，３００円

馬連： ４１，３６１，６００円 馬単： ３６，４１３，４００円 ワイド： １７，２０２，８００円

３連複： ５８，７７５，０００円 ３連単： １５３，７０６，０００円 計： ３７０，７５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（５－６） ４３０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２３０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� １，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２０９５０５ 的中 � １００１３６（１番人気）
複勝票数 計 ３２２０３１ 的中 � １４０５１４（１番人気）� ５０７４９（２番人気）� ３９２４０（３番人気）
枠連票数 計 １０１４６３ 的中 （５－６） １７５０１（１番人気）
馬連票数 計 ４１３６１６ 的中 �� ７１９０４（１番人気）
馬単票数 計 ３６４１３４ 的中 �� ５３５１８（１番人気）
ワイド票数 計 １７２０２８ 的中 �� ２４５０８（１番人気）�� １８９１４（２番人気）�� １０３８７（５番人気）
３連複票数 計 ５８７７５０ 的中 ��� ６６７３３（１番人気）
３連単票数 計１５３７０６０ 的中 ��� ７２６７７（１番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５０．３－３F ３７．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
１，５，７，６（２，９）（３，８）４
１，５（７，６）２，３－（８，９）４

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

勝馬の
紹 介

バアゼルリバー �

父 フ ジ キ セ キ �


母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．３．１ 阪神８着

２００６．５．１２生 牡６鹿 母 フレンドレイ 母母 マーチンミユキ 障害：３戦２勝 賞金 ２２，１８９，０００円
〔競走中止〕 ヒシカツヒトリタビ号は，競走中に疾病〔右足根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



０４０５７ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５日 第９競走 ��
��１，８００�つ ば き 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１０ エアソミュール 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：４９．６ ３．１�

８１３ ダークナイサー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６－ ４１：４９．９２ １６．６�
４５ ヤマニンファラオ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７８± ０１：５０．１１ ２．５�
２２ ナリタハリケーン 牡３鹿 ５６ 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 ４７２－ ６１：５０．４２ １７．０�
４４ ダノンオリエント 牡３黒鹿５６ C．デムーロ�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５５０＋ ６１：５０．５クビ ６．４�

（伊）

７１１ クリスマスマーベル 牡３青鹿５６ 国分 恭介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １２７．７�
８１２ マ ナ ウ ス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 ４８０＋ ８１：５０．６� ７．０	
１１ ハッピーウィーク 牝３栗 ５４ 長谷川浩大小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０１：５０．８１� ３６．５

６８ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５６ 高倉 稜奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４４８－ ８１：５１．５４ １２５．１�
６９ オビーディエント 牡３黒鹿５６ 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 ４２８± ０１：５１．７１� １１３．５�
５７ 	 ハイパールミノスタ 牡３青 ５６ 田中 学蒲牟田 浩氏 平松 徳彦 浦河 三枝牧場 ４９０－ ６１：５３．６大差 ３７７．５

（兵庫） （兵庫）

５６ グインネヴィア 牝３栗 ５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８－ ８１：５３．９２ １８．０�

（１２頭）
３３ タガノレイヨネ 牡３栗 ５６ 津村 明秀八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３１，８５５，５００円 複勝： ５０，４４９，６００円 枠連： １８，１２７，９００円

馬連： ８７，９２５，８００円 馬単： ５３，９８０，３００円 ワイド： ３２，８０６，５００円

３連複： ９９，０８２，０００円 ３連単： ２０３，０５３，１００円 計： ５７７，２８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ３３０円 � １２０円 枠 連（７－８） ７３０円

馬 連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ２００円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� １５，１３０円

票 数

単勝票数 差引計 ３１８５５５（返還計 ４２９） 的中 � ８３２７７（２番人気）
複勝票数 差引計 ５０４４９６（返還計 ２６６） 的中 � １０５１６２（２番人気）� ２５１３７（７番人気）� １５２９１４（１番人気）
枠連票数 差引計 １８１２７９（返還計 １６３） 的中 （７－８） １８４８５（３番人気）
馬連票数 差引計 ８７９２５８（返還計 １２５８） 的中 �� ２３９７４（１０番人気）
馬単票数 差引計 ５３９８０３（返還計 ７９６） 的中 �� １０１２９（１５番人気）
ワイド票数 差引計 ３２８０６５（返還計 ４７１） 的中 �� １０３２９（９番人気）�� ５３７１１（１番人気）�� ９８２９（１０番人気）
３連複票数 差引計 ９９０８２０（返還計 ３６００） 的中 ��� ３６２２５（６番人気）
３連単票数 差引計２０３０５３１（返還計 ７８１８） 的中 ��� ９９１０（４６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．０―１２．６―１３．１―１２．２―１１．５―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３６．５―４９．１―１：０２．２―１：１４．４―１：２５．９―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２０ 京都４着

２００９．３．１５生 牡３黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム ５戦２勝 賞金 １７，９２９，０００円
〔出走取消〕 タガノレイヨネ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グインネヴィア号は，平成２４年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※ハッピーウィーク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０４０５８ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

き づ が わ

木 津 川 特 別
発走１５時００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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

１１ デンコウジュピター 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５１２－ ８１：３５．８ ８．１�

３３ � ロードロックスター 牡６鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm ５１０± ０１：３５．９� ２７．６�
５５ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５７ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７８± ０１：３６．０	 ８２．９�
５６ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
８１１ マ イ ウ エ イ 牡６鹿 ５７ 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５８± ０１：３６．１クビ ２１．９�
４４ アグネスサクラ 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２ 〃 クビ ２１．７	
７１０ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 浜中 俊横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：３６．２クビ ２４．０

６８ ドリームクラフト 牡６栗 ５７ C．デムーロ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 ４５４－１０ 〃 クビ ３．６�

（伊）

６７ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４８２＋１８１：３６．３クビ ４．３�
７９ ナリタスレンダー 
７鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９８＋ ２１：３６．４� １１．７
８１２ ハードダダンダン 牡５黒鹿５７ 田中 学津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 B４６８＋ ２１：３６．６１	 ３６．８�

（兵庫）

２２ メイショウサバト 牝５黒鹿５５ 四位 洋文松本 好�氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河日成牧場 ４８２＋１２１：３８．１９ ３４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，５６２，５００円 複勝： ５３，９６３，５００円 枠連： ２４，６２５，０００円

馬連： １０４，７５５，１００円 馬単： ５８，７３８，３００円 ワイド： ３８，５２０，１００円

３連複： １３３，０７８，２００円 ３連単： ２３８，００８，５００円 計： ６８３，２５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２５０円 � ８９０円 � ９５０円 枠 連（１－３） ９，４６０円

馬 連 �� １０，１３０円 馬 単 �� １７，２５０円

ワ イ ド �� ２，９６０円 �� ４，４２０円 �� ９，７３０円

３ 連 複 ��� １２６，８９０円 ３ 連 単 ��� ５３５，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３１５６２５ 的中 � ３０８２６（４番人気）
複勝票数 計 ５３９６３５ 的中 � ６８３８３（４番人気）� １４５７９（１０番人気）� １３６０１（１２番人気）
枠連票数 計 ２４６２５０ 的中 （１－３） １９２２（２２番人気）
馬連票数 計１０４７５５１ 的中 �� ７６３７（３２番人気）
馬単票数 計 ５８７３８３ 的中 �� ２５１３（５８番人気）
ワイド票数 計 ３８５２０１ 的中 �� ３２３５（３３番人気）�� ２１４８（４６番人気）�� ９６６（６３番人気）
３連複票数 計１３３０７８２ 的中 ��� ７７４（１７９番人気）
３連単票数 計２３８００８５ 的中 ��� ３２８（９３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．１―１２．８―１２．２―１１．５―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．０―４８．８―１：０１．０―１：１２．５―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウジュピター �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２０１０．１０．２ 阪神３着

２００８．４．７生 牡４鹿 母 ツ リ ー 母母 サクラコトミ １７戦３勝 賞金 ４７，００７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※ニジブルーム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０４０５９ ２月１１日 晴 良 （２４京都２）第５日 第１１競走 ��
��１，９００�アルデバランステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，２３．２．１２以降２４．２．５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 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

２３ � エアマックール 牡７黒鹿５４ 田中 学 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４８６± ０１：５７．３ ６０．８�

（兵庫）

３５ シルクシュナイダー 牡４黒鹿５６ C．デムーロ 有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４＋ ２１：５７．５１� １．６�

（伊）

６１１ タマモクリエイト 牡７鹿 ５４ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１８＋１０１：５７．７１� １９．５�
１２ メ ン デ ル 牡１０鹿 ５４ 高倉 稜太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ １００．５�
２４ シ ャ ア 牡６栗 ５４ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４７４＋ ４１：５７．８� ３７．７�
８１６ ツクバホクトオー 牡６黒鹿５５ 和田 竜二荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８０－ ４１：５８．２２� ６２．１�
８１５ ナニハトモアレ 牡６黒鹿５６ 安藤 勝己北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５２８＋１４ 〃 クビ １２．６	
５９ 	 サクラロミオ 牡７鹿 ５６ 国分 恭介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９８＋ ２１：５８．４１� ３１．４

１１ シンメイフジ 牝５鹿 ５３ 川田 将雅織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４７０－ ８１：５８．８２� ７．０�
３６ � イ ン バ ル コ 牡６鹿 ５８．５ 浜中 俊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５２６＋ ４１：５８．９
 ８．０�
４８ エプソムアーロン 牡８鹿 ５３ 小林 徹弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４９８＋ ２１：５９．２１
 ３６１．６
４７ ロラパルーザ 牡６鹿 ５５ 藤岡 佑介�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５１６＋ ８ 〃 ハナ ２９．５�
７１３ アドマイヤシャトル 牡６鹿 ５３ 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ８１：５９．４１� ８０．７�
６１２ ヒラボクロイヤル 牡８黒鹿５３ 熊沢 重文�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４９２± ０２：００．２５ ２８７．５�
７１４ ピースキーパー 牡７鹿 ５３ 四位 洋文 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ４２：００．４１� ２５．４�
５１０ ストロングガルーダ 牡６青鹿５４ 秋山真一郎村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８６－ ６２：０１．３５ ４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，５６４，４００円 複勝： １５１，６３３，８００円 枠連： ５０，４８５，７００円

馬連： ２４０，７７６，１００円 馬単： １５４，６９９，２００円 ワイド： ８８，３０２，６００円

３連複： ３３８，２１４，２００円 ３連単： ７０５，５７０，４００円 計： １，７９０，２４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０８０円 複 勝 � ７８０円 � １１０円 � ３１０円 枠 連（２－３） １，５３０円

馬 連 �� ４，１３０円 馬 単 �� １５，２５０円

ワ イ ド �� １，２２０円 �� ５，６２０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １３，１８０円 ３ 連 単 ��� １３４，７３０円

票 数

単勝票数 計 ６０５６４４ 的中 � ７８６１（１１番人気）
複勝票数 計１５１６３３８ 的中 � ２２６０１（１１番人気）� ８８４６４８（１番人気）� ６７７８８（５番人気）
枠連票数 計 ５０４８５７ 的中 （２－３） ２４４８９（７番人気）
馬連票数 計２４０７７６１ 的中 �� ４３０３０（１２番人気）
馬単票数 計１５４６９９２ 的中 �� ７４９０（３７番人気）
ワイド票数 計 ８８３０２６ 的中 �� １７５８７（１１番人気）�� ３６１４（５２番人気）�� ４７６８２（４番人気）
３連複票数 計３３８２１４２ 的中 ��� １８９４３（４０番人気）
３連単票数 計７０５５７０４ 的中 ��� ３８６５（３１５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．６―１２．７―１２．５―１２．７―１２．３―１２．３―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．０―２９．６―４２．３―５４．８―１：０７．５―１：１９．８―１：３２．１―１：４４．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアマックール �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．９．１６ 中山３着

２００５．４．６生 牡７黒鹿 母 Macarena Macarena 母母 Angelic Song ２８戦６勝 賞金 １２９，５１２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 アンノルーチェ号・イケドラゴン号・ウインペンタゴン号・オートドラゴン号・グランドシチー号・クリーン号・

ケイアイドウソジン号・コロンバスサークル号・ジェネラルノブレス号・スタッドジェルラン号・
トウショウフリーク号・トーセンアドミラル号・プリンセスペスカ号・マルモセーラ号・ラインブラッド号・
ロールオブザダイス号

※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。

０４０６０ ２月１１日 曇 良 （２４京都２）第５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）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

１１ オーシャンフリート 牝４栗 ５５ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８４＋ ８１：２５．０ ６．０�

５１０� アートオブビーン 牝５鹿 ５５ 国分 恭介小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４６４－ ２１：２５．５３ ４４．８�
４７ メメビーナス 牝５青鹿５５ C．デムーロ 本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８６－ ２１：２５．６クビ ４．６�

（伊）

５９ ラガーリンリン 牝５芦 ５５ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８６＋ ２ 〃 クビ ３．０�
７１４ トップオブザヘヴン 牝５黒鹿５５ 津村 明秀�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ４１：２５．８１� ２３．３�
８１５ プントバンコ 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４５６＋ ２１：２５．９クビ １３．２	
４８ ピュアチャプレット 牝６芦 ５５ 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２ 〃 クビ １９．７

１２ トウカイセレブ 牝６鹿 ５５ 浜中 俊内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４５０－ ６１：２６．０クビ ７．７�
２４ ピサノプリヴェ 牝６栗 ５５ 田中 学市川 義美氏 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 ４８８－ ４１：２６．１� １１６．０�

（兵庫）

８１６ トーホウリッチ 牝６青 ５５ 石橋 守東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７６－ ２１：２６．５２� １５４．４
６１１ ダノンプリマドンナ 牝５黒鹿５５ 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４６４－ ４１：２６．６� １１．５�
３５ � キモンレッド 牝４栗 ５５ 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４４２－１６１：２６．８１ １３．６�
３６ キリシマウイング 牝５栗 ５５

５２ ▲花田 大昂土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４７０＋ ２１：２７．０１� ４２５．８�
６１２ シシャモチャン 牝６栗 ５５ 田中 克典大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４８６± ０１：２７．２１� １４４．７�
２３ � レインボーローズ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか グランド牧場 ４６４－ ２１：２７．５１� ３２．４�
７１３ チャームドリーム 牝６鹿 ５５ 和田 竜二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０６＋ ６１：２７．９２� ２２３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，７１５，５００円 複勝： ５８，１３２，４００円 枠連： ３０，９３５，６００円

馬連： １１６，１３８，１００円 馬単： ６２，９１１，６００円 ワイド： ４５，１４３，６００円

３連複： １５３，６１５，３００円 ３連単： ２７０，２３１，３００円 計： ７７２，８２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２８０円 � ８１０円 � ２１０円 枠 連（１－５） ６１０円

馬 連 �� ２１，０６０円 馬 単 �� ３５，３４０円

ワ イ ド �� ４，９７０円 �� ７６０円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� ３６，０４０円 ３ 連 単 ��� ２４５，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３５７１５５ 的中 � ４７３８４（３番人気）
複勝票数 計 ５８１３２４ 的中 � ５７５６３（４番人気）� １５６１０（１１番人気）� ８４８７１（２番人気）
枠連票数 計 ３０９３５６ 的中 （１－５） ３７９２４（１番人気）
馬連票数 計１１６１３８１ 的中 �� ４０７０（４７番人気）
馬単票数 計 ６２９１１６ 的中 �� １３１４（９１番人気）
ワイド票数 計 ４５１４３６ 的中 �� ２１６４（４７番人気）�� １５６１１（７番人気）�� ３３２１（４０番人気）
３連複票数 計１５３６１５３ 的中 ��� ３１４６（１０７番人気）
３連単票数 計２７０２３１３ 的中 ��� ８１２（６６２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１２．２―１２．２―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．７―５９．９―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

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４栗 母 ウインクパール 母母 キソティック ８戦３勝 賞金 ２５，９５１，０００円
※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） １頭 スナークチェリー号
（非抽選馬） ２頭 グリッターエルフ号・チャーミーハヅキ号
※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。



（２４京都２）第５日 ２月１１日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

２０６，４４０，０００円
７，０１０，０００円
１，７１０，０００円
１８，７４０，０００円
５８，８５２，５００円
４，９０５，８００円
１，６５１，２００円

勝馬投票券売得金
３２７，１５８，０００円
６７４，４３６，９００円
２２４，９４５，６００円
８８４，８４５，８００円
５９３，８９３，８００円
３６５，８３０，１００円
１，１８８，５１８，１００円
２，３０４，６１２，６００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 ６，５６４，２４０，９００円

総入場人員 １６，９０８名 （有料入場人員 １５，４５４名）


