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０４０８５ ２月１９日 晴 稍重 （２４京都２）第８日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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

４７ ショウナンマオ 牝３鹿 ５４ 川島 信二国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４± ０１：５５．４ １７．７�

６１１ オーファメイ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４４２± ０１：５５．６１ ３．７�
３５ ケイティーズハート 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：５５．８１� ５．０�
６１２ フーラブライド 牝３鹿 ５４ 北村 友一吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４５８－ ４１：５６．０１� ４．７�
８１５ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６６＋ ２１：５６．７４ ５．５�
８１６ クイーンパワー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４３８＋ ２１：５７．０１� ３３．７�
７１３ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４１４－ ４１：５７．１クビ ２６．８	
７１４ カプリッチレット 牝３栗 ５４ 上村 洋行谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４６０－ ６１：５７．２� １１１．７

４８ ヤマニンフルーリー 牝３栗 ５４ 村田 一誠土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ８１：５７．９４ １７８．５�
３６ マルサンボサツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也松井三千年氏 小原伊佐美 日高 福山牧場 ４４４－ ８１：５８．１１� ２７０．６�
１２ ラ ン プ ー ン 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ４９６－１２１：５８．２� １５．１
２３ ゴールデンドロップ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�大北牧場 高野 友和 浦河 大北牧場 ４００ ―１：５８．３� １０７．３�
１１ マサノプリンセス 牝３栗 ５４ 松田 大作猪野毛雅人氏 湯窪 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 ４９８－ ４１：５８．９３� ４３．１�
２４ スズカバビロン 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜永井 啓弍氏 小野 幸治 浦河 辻 牧場 ４４０－ ４２：００．４９ １０１．３�
５９ ユキノアイリス 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 日高 川端 正博 ５００－ ６２：００．５クビ ６１．７�
５１０ ハローハローハロー 牝３栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４５８＋ ４２：００．８１� ７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６２６，２００円 複勝： ２９，０１３，６００円 枠連： １１，５６０，７００円

馬連： ４０，９７０，６００円 馬単： ２６，０８８，５００円 ワイド： １９，３５３，３００円

３連複： ６４，５４５，２００円 ３連単： ９２，０９２，６００円 計： ２９８，２５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ５３０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（４－６） ２，３００円

馬 連 �� ４，６７０円 馬 単 �� １１，６９０円

ワ イ ド �� １，７００円 �� １，７００円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ７，６８０円 ３ 連 単 ��� ７０，０７０円

票 数

単勝票数 計 １４６２６２ 的中 � ６５１９（７番人気）
複勝票数 計 ２９０１３６ 的中 � １０９５０（８番人気）� ４９３９４（１番人気）� ４８６８９（２番人気）
枠連票数 計 １１５６０７ 的中 （４－６） ３７２５（１０番人気）
馬連票数 計 ４０９７０６ 的中 �� ６４８４（１８番人気）
馬単票数 計 ２６０８８５ 的中 �� １６４７（４６番人気）
ワイド票数 計 １９３５３３ 的中 �� ２６９４（２２番人気）�� ２６９４（２２番人気）�� １０７７１（３番人気）
３連複票数 計 ６４５４５２ 的中 ��� ６２０７（２６番人気）
３連単票数 計 ９２０９２６ 的中 ��� ９７０（２３５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１３．７―１３．６―１３．３―１３．０―１３．０―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３７．１―５０．７―１：０４．０―１：１７．０―１：３０．０―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマオ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１２．１．２１ 京都５着

２００９．３．２１生 牝３鹿 母 ショウナンハピネス 母母 Rambling Barb ３戦１勝 賞金 ５，６００，０００円
〔制裁〕 マルサンボサツ号の騎手水口優也は，２コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）

オーファメイ号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユキノアイリス号・ハローハローハロー号は，平成２４年３月１９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 ビューティフォー号

０４０８６ ２月１９日 晴 稍重 （２４京都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

２４ � ベストサーパス 牡３栗 ５６ 浜中 俊小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County
Farms Inc ４８２－ ２１：５４．１ １．４�

３６ エーシングッデイ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 川端 英幸 ４６４－ ４１：５４．３１� ２２．３�
７１４ サントスシチー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 ４８８＋ ４１：５４．６１� ５．７�
１２ トウショウヘイロー 牡３鹿 ５６ T．クウィリートウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８２－１０１：５５．１３ ７２．３�

（英）

５９ � シゲルポーポー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 米 BnD Thor-
oughbreds ４７８－ ８１：５５．７３� ３８．６�

５１０ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５３２± ０１：５５．８� ２６７．６	
３５ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６ 北村 友一畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４７６－ ８１：５６．０１� ２１．５

８１５� アシュヴィン 牡３栗 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd ４４８＋ ２１：５６．２１� １０．１�
１１ コスモクーペ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ５００－ ４ 〃 クビ ８６．２�
６１２ マコトアンバサダー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ５００＋１２１：５６．５２ １６．２
４７ ジャンプアウト 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４９０－ ６１：５６．８１� ７１．８�
６１１ オーブライツ 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４８６－ ６１：５７．３３ １６９．５�
２３ ルネッサンスブルー 牡３栗 ５６ 松山 弘平 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４５８－ ４１：５７．６２ １６４．５�
４８ ナ イ ク 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大加藤 信之氏 田所 秀孝 新ひだか 林 祐二 B４４０－ ２１：５８．１３ ２３９．４�
８１６ モズブラックアイ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二北側 雅司氏 森 秀行 日高 目黒牧場 ４８８＋ ６２：００．７大差 １４４．４�
７１３ ゴールドクリチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 武田 修一 ４４８－ ４２：０２．４大差 ３６２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２８９，６００円 複勝： ７４，９１７，８００円 枠連： １２，６３０，５００円

馬連： ４３，５１１，９００円 馬単： ３８，９７４，２００円 ワイド： ２２，６１４，４００円

３連複： ６４，６８４，０００円 ３連単： １２５，４２６，６００円 計： ４０４，０４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � １５０円 枠 連（２－３） ５５０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １９０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ５，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２１２８９６ 的中 � １２５０２３（１番人気）
複勝票数 計 ７４９１７８ 的中 � ５３６４３９（１番人気）� １９９２４（５番人気）� ６４１７８（２番人気）
枠連票数 計 １２６３０５ 的中 （２－３） １７０７２（３番人気）
馬連票数 計 ４３５１１９ 的中 �� ３２４１０（４番人気）
馬単票数 計 ３８９７４２ 的中 �� ２３５３５（５番人気）
ワイド票数 計 ２２６１４４ 的中 �� １５０５４（４番人気）�� ３６６２２（１番人気）�� ４１９５（１４番人気）
３連複票数 計 ６４６８４０ 的中 ��� ３２７５９（４番人気）
３連単票数 計１２５４２６６ 的中 ��� １７０７９（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１３．２―１３．１―１３．１―１２．７―１２．７―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．８―４９．９―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．４―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベストサーパス �
�
父 Pulpit �

�
母父 Vision and Verse デビュー ２０１２．１．１５ 京都４着

２００９．４．３０生 牡３栗 母 Flashy Lady 母母 Flashy Attraction ３戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズブラックアイ号は，平成２４年３月１９日まで平地競走に出走できない。

ゴールドクリチャン号は，平成２４年４月１９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 キーバージョン号
※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８日



０４０８７ ２月１９日 晴 稍重 （２４京都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）

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

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

３６ デアリングプライド 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６８－１２１：２７．２ ３．４�

２４ トウショウハマー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６４＋ ２１：２７．５２ ５．０�
７１４ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４６４－ ８１：２７．９２� ８４．４�
４８ サトノオラクル 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４３４－１４１：２８．４３ １０．６�
８１５ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６ 小牧 太�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４７８＋ ２１：２８．５� ６１．２�
１２ トーブプリンセス 牝３鹿 ５４ 松山 弘平武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４５２－ ４１：２８．６� １１．９	
５９ タイキベイビー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B４３２－ ４ 〃 クビ １３．７


６１１ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 川島 信二三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４８２－ ８１：２８．７クビ ８．５�
８１６ メイショウモストロ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６６± ０１：２８．８� ４．５�
４７ ロードパルジファル 牡３栗 ５６ T．クウィリー �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４８４－ ４１：２９．０１� ９．９

（英）

３５ カンカラコモデケア 牡３鹿 ５６ 国分 恭介福田 光博氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４４４± ０１：２９．３２ １８１．９�
１１ ウェルテクス 牡３黒鹿５６ 村田 一誠岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７２－ ６１：２９．６１� ４６．７�
７１３ サマーロータス 牝３栗 ５４ 熊沢 重文セゾンレースホース� 飯田 雄三 新ひだか 武 牧場 B４６２＋ ６１：２９．８１� １６３．８�
６１２ ヒルノプラハ 牡３鹿 ５６ 武 英智蛭川 正文氏 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 B４５４－ ２１：３０．１２ ３１８．６�
５１０ カ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ２５４．５�
２３ タイセイテイオウ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田中 成奉氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム B４８４－１０１：３１．５９ １３７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８８９，６００円 複勝： ３３，０６２，２００円 枠連： １３，４９７，２００円

馬連： ４９，９１３，４００円 馬単： ３３，２６５，４００円 ワイド： ２４，１８６，３００円

３連複： ７２，５４２，１００円 ３連単： １０７，４６５，４００円 計： ３５３，８２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � １，５８０円 枠 連（２－３） ８６０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ４，８８０円 �� ４，４７０円

３ 連 複 ��� ２１，４００円 ３ 連 単 ��� ７６，１２０円

票 数

単勝票数 計 １９８８９６ 的中 � ４６５７８（１番人気）
複勝票数 計 ３３０６２２ 的中 � ６３１２０（１番人気）� ５３５４０（２番人気）� ３７９９（１１番人気）
枠連票数 計 １３４９７２ 的中 （２－３） １１６７５（１番人気）
馬連票数 計 ４９９１３４ 的中 �� ４２８０８（１番人気）
馬単票数 計 ３３２６５４ 的中 �� １４７７２（１番人気）
ワイド票数 計 ２４１８６３ 的中 �� １８２１０（１番人気）�� １１３３（４０番人気）�� １２４０（３８番人気）
３連複票数 計 ７２５４２１ 的中 ��� ２５０２（６１番人気）
３連単票数 計１０７４６５４ 的中 ��� １０４２（２９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．１―４８．６―１：０１．４―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デアリングプライド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Danzig デビュー ２０１１．１０．９ 京都３着

２００９．４．２５生 牝３鹿 母 デアリングダンジグ 母母 Impetuous Gal ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※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） ６頭 キョウワアーク号・ストームセンター号・テイエムチャンス号・ヒカルソラフネ号・メイショウウイナー号・

ラメール号
※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。

０４０８８ ２月１９日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２４京都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 マイネルファルケ 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２８＋ ８３：１５．５ １４．３�

５８ ソークアップザサン 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５０＋１６３：１５．９２� １９．９�
８１４ タ フ �４芦 ５９ 田村 太雅�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４７４－ ８３：１６．７５ ５６．３�
５７ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 高田 潤田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５８± ０３：１７．０１� １．７�
４６ アルマニャック �４鹿 ５９ 山本 康志 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ５２８－ ８３：１７．３１� ６６．９�
３４ � クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 植野 貴也栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７６－ ４３：１８．１５ ６．４	
８１３ キクノセンヒメ 牝６鹿 ５８ 今村 康成菊池 五郎氏 坪 憲章 新冠 松浦牧場 ４７６＋ ４３：１８．６３ １９．５

７１２� オグリシュンコー 牡４芦 ５９ 黒岩 悠小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７８± ０３：２０．０９ １０４．６�
６９ ユニバーサルアゲン 牡４鹿 ５９ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４０－ ８３：２０．２� ３２．９�
４５ � セフティファンキー 牡６栗 ６０ 白浜 雄造池田 實氏 服部 利之 浦河 梅田牧場 ４７４＋１６３：３５．５大差 ６３．４
３３ � クリノマドンナ 牝４鹿 ５７ 石神 深一栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 山野牧場 ４２６－１０３：３５．８１� １８２．８�
１１ オ ミ ヤ ゲ 牡５青鹿６０ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９８－ ６ （競走中止） ４．７�
６１０ キュートシルフ 牝６青 ５８ 熊沢 重文�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４２４－ ８ （競走中止） ６２．７�

（１３頭）
７１１ ナムラバーク 牡４黒鹿５９ 難波 剛健奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，５８１，９００円 複勝： ２４，６０４，０００円 枠連： １２，０９５，２００円

馬連： ３４，９０８，５００円 馬単： ３３，６７５，２００円 ワイド： １８，６８８，８００円

３連複： ５５，２９２，７００円 ３連単： １１６，４１８，６００円 計： ３１２，２６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ５４０円 � ５１０円 � １，５４０円 枠 連（２－５） ９９０円

馬 連 �� ８，７５０円 馬 単 �� ２１，１９０円

ワ イ ド �� ２，３２０円 �� ７，０２０円 �� ９，１５０円

３ 連 複 ��� １３４，６８０円 ３ 連 単 ��� ６７６，５２０円

票 数

単勝票数 計 １６５８１９ 的中 � ９１５８（４番人気）
複勝票数 計 ２４６０４０ 的中 � １２５２５（６番人気）� １３４０５（４番人気）� ３９２９（８番人気）
枠連票数 計 １２０９５２ 的中 （２－５） ９０７３（４番人気）
馬連票数 計 ３４９０８５ 的中 �� ２９４７（２１番人気）
馬単票数 計 ３３６７５２ 的中 �� １１７３（４１番人気）
ワイド票数 計 １８６８８８ 的中 �� ２０２１（２３番人気）�� ６５１（４５番人気）�� ４９８（５２番人気）
３連複票数 計 ５５２９２７ 的中 ��� ３０３（１４９番人気）
３連単票数 計１１６４１８６ 的中 ��� １２７（６８０番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５３．５－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルファルケ �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００７．１１．１８ 東京２着

２００５．４．７生 牡７鹿 母 ビンゴハナコ 母母 ビンゴストーク 障害：２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ナムラバーク号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 キュートシルフ号は，１周目６号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

オミヤゲ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目７号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シーライフ号・メイショウユウシャ号



０４０８９ ２月１９日 晴 良 （２４京都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

８１６ エアルプロン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：０３．２ ３．１�

８１５ ダノンキセキ 牡３栗 ５６ 小牧 太�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２２：０３．５１� ６．４�
１２ ゼログラヴィティー 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５８± ０２：０３．９２� ３．４�
５９ ラ ン ド ル ト 牡３鹿 ５６ 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７０＋１２ 〃 ハナ ６．３�
３６ レッドキングダム 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６０－１０２：０４．５３� ９．６�
２４ イクオリティ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４－ ２ 〃 クビ ４９．９�
４７ ファシネートダイア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 	サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３８± ０２：０４．６クビ １０．４

６１２ ウォーターレオ �３鹿 ５６ 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４６２－１０２：０５．１３ ９５．７�
２３ タマモピッコロ 牝３青鹿５４ 国分 恭介タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 ４５０± ０２：０５．４１� ２３．９�
４８ パールダンシング 牝３芦 ５４ 松田 大作迎 徹氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 正美 ４９２－ ６２：０５．７１� ２１８．５
１１ リッカシェクル 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ４１２＋ ４２：０６．２３ ４１６．３�
７１３ カワカミプレシャス 牝３栗 ５４ 村田 一誠 	三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４０－ ４２：０６．３� ２９９．８�
５１０ メイショウハレバレ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４４０± ０２：０７．６８ ２０９．４�
６１１ オープンウォーター 牡３栗 ５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４５６－ ４２：０８．１３ ６９．７�
３５ サンマルボーン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎相馬 勇氏 武藤 善則 むかわ 真壁 信一 ４９０＋ ４２：０８．３１� ２４１．４�
７１４ ミッキーヘネシー 牡３栃栗５６ 上村 洋行野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 ４７８－１０２：０８．４� ８０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２５０，６００円 複勝： ４２，５７２，７００円 枠連： １８，０９３，３００円

馬連： ５９，３２１，９００円 馬単： ４２，２１５，０００円 ワイド： ２８，４７５，８００円

３連複： ８４，９４０，７００円 ３連単： １４０，３２８，０００円 計： ４４２，１９８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（８－８） ８３０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２２０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ４，７００円

票 数

単勝票数 計 ２６２５０６ 的中 � ６８１４４（１番人気）
複勝票数 計 ４２５７２７ 的中 � １００８３２（１番人気）� ６４６３８（３番人気）� ８６０１０（２番人気）
枠連票数 計 １８０９３３ 的中 （８－８） １６１６３（３番人気）
馬連票数 計 ５９３２１９ 的中 �� ５３３６７（２番人気）
馬単票数 計 ４２２１５０ 的中 �� ２０４９６（３番人気）
ワイド票数 計 ２８４７５８ 的中 �� ２１３００（２番人気）�� ３５１０１（１番人気）�� １９８８５（３番人気）
３連複票数 計 ８４９４０７ 的中 ��� ６４７５６（１番人気）
３連単票数 計１４０３２８０ 的中 ��� ２２０４０（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３６．３―４９．７―１：０２．６―１：１６．０―１：２８．４―１：４０．１―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．８
１
３
２，３－１０（１３，１４，１５）１６，６（４，１２）（９，１１）８，１（５，７）・（２，３）１５－１６（１０，６）（１３，９，１２）（４，１４）（８，１１）１，７－５

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

勝馬の
紹 介

エアルプロン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１２．１．２９ 京都２着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルボーン号・ミッキーヘネシー号は，平成２４年３月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サクラヴィクトリー号・マイネルリヒト号
（非抽選馬） ２頭 エーシンプロースト号・サチノコイノボリ号

０４０９０ ２月１９日 晴 良 （２４京都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
１：３１．４

良

良

８１６ ウインサーガ �３黒鹿５６ T．クウィリー�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 ４５６ ―１：３８．４ ５．６�
（英）

８１５ ジョヴァンニ 牡３栗 ５６ 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０４ ―１：３８．５� １７．３�

５１０ キタサンエピソード 牡３栗 ５６ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４８８ ―１：３８．６クビ １９．７�
７１３ ジーピークロス 牝３栗 ５４ 国分 恭介北側 雅司氏 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４６２ ― 〃 アタマ ３．９�
１２ スズカアーサー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６２ ―１：３８．８１� ２．３�
６１２ スナークヒエン 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也杉本 豊氏 藤岡 範士 新冠 カミイスタット ４５６ ―１：３９．１２ １２９．２	
４８ スマートアスター 牡３芦 ５６ 石橋 守大川 徹氏 千田 輝彦 むかわ ヤマイチ牧場 ５２０ ―１：３９．２クビ １９９．９

２３ フェイストウショウ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 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 ４８８ ―１：３９．４１� １７．９�
６１１ コマノガレオス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４９２ ― 〃 ハナ １５．３�
１１ シルキーセブン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか タツヤファーム ５１０ ―１：３９．５� ２４．３
２４ ヴァンブラン 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム ４２８ ―１：３９．８２ ２３．１�
３６ ト シ ハ ー ト 牝３鹿 ５４ 北村 友一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６６ ―１：３９．９クビ ３４．３�
３５ ク ア ド リ ガ 牝３黒鹿５４ 川島 信二�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４１２ ―１：４０．２１� １４９．２�
４７ ラロキューン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 筒井 征文 ４５８ ―１：４０．６２� １１５．２�
７１４ ハクサンリヴァー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊河� 五市氏 田村 康仁 日高 藤本ファーム ４３６ ―１：４０．７� ９１．７�
５９ ミスラニカイ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４６０ ―１：４２．３１０ ９１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１５５，０００円 複勝： ３０，０２５，２００円 枠連： １６，５４８，０００円

馬連： ４８，０３７，８００円 馬単： ３５，４４１，６００円 ワイド： ２３，０４４，３００円

３連複： ６６，４０９，２００円 ３連単： １０６，６３５，６００円 計： ３４９，２９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２２０円 � ４６０円 � ４５０円 枠 連（８－８） ３，６５０円

馬 連 �� ３，７５０円 馬 単 �� ６，４３０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� １，５３０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� ２０，９００円 ３ 連 単 ��� １０８，７００円

票 数

単勝票数 計 ２３１５５０ 的中 � ３３０９６（３番人気）
複勝票数 計 ３００２５２ 的中 � ４３８７５（３番人気）� １５６０４（７番人気）� １６２５８（６番人気）
枠連票数 計 １６５４８０ 的中 （８－８） ３３４８（１３番人気）
馬連票数 計 ４８０３７８ 的中 �� ９４７１（１４番人気）
馬単票数 計 ３５４４１６ 的中 �� ４０７２（２２番人気）
ワイド票数 計 ２３０４４３ 的中 �� ４１００（１６番人気）�� ３７２７（１８番人気）�� ２４９６（２８番人気）
３連複票数 計 ６６４０９２ 的中 ��� ２３４６（５７番人気）
３連単票数 計１０６６３５６ 的中 ��� ７２４（２９１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．６―１３．５―１２．９―１１．８―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．８―５０．３―１：０３．２―１：１５．０―１：２６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインサーガ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Saint Ballado 初出走

２００９．３．７生 �３黒鹿 母 ウインルミエール 母母 Look to the Sea １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔騎手変更〕 ジーピークロス号の騎手熊沢重文は，第４競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 ウォーターオアシス号・エーシンクラリオン号・クリスタルシチー号・サンライズクラウド号・

シゲルアプリコット号・ジュエルトウショウ号・ショウナンバッカス号・シンコームーン号・ソングライダー号・
テラノココロ号・ナリタスカイ号・マイネルハートレー号・レインフォール号

※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。



０４０９１ ２月１９日 晴 稍重 （２４京都２）第８日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

４８ ラフィングインメイ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ２１：５３．１ ５．７�

５９ ハギノタイクーン 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 優作日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１２± ０１：５３．４１� １０．６�

３５ ワンダーアシャード 牡３栗 ５６ 四位 洋文山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 ５１４＋ ２ 〃 ハナ １５．０�
７１４ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４８２－１０ 〃 クビ ５７．３�
１１ ウイニングサルート 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ４ 〃 ハナ ２．２�
５１０ ハワイアンソルト 牡３芦 ５６ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：５３．７１� ７．１	
４７ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ２３．２

６１１ ラブリースター 牝３栃栗５４ 池添 謙一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４４４－ ６１：５３．８クビ ４７．０�
２３ タイセイモンスター 牡３栗 ５６ 秋山真一郎田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５３２＋ ６１：５３．９� ３２．７�
８１５ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５６ T．クウィリー永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７０－ ２１：５４．６４ ６６．７

（英）

２４ � コパノモーニング �３栗 ５６ 国分 恭介小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ５００－ ６１：５４．８１� ３８４．９�
８１６ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６ 北村 友一林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ８５．１�
６１２ マイネルドメニカ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ６ 〃 ハナ １４．１�

３６ 	 ワイドクロス 牡３栃栗５６ 太宰 啓介幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley
Thoroughbreds ５００＋ ８１：５７．６大差 １０７．３�

１２ ニシノコハク 牝３栗 ５４ 鮫島 良太西山 茂行氏 藤原 英昭 新ひだか 岡田牧場 ４５８－ ８１：５７．９１� １４０．５�
７１３	 ミルクディッパー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５４０＋ ８２：０１．１大差 １０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６４７，８００円 複勝： ５０，７２７，６００円 枠連： ２１，８１３，１００円

馬連： ６８，７６７，１００円 馬単： ４５，７８８，５００円 ワイド： ３４，０００，９００円

３連複： １０１，２３２，４００円 ３連単： １５７，１７５，０００円 計： ５０９，１５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ３１０円 � ４５０円 枠 連（４－５） １，０４０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ５，４２０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� １，４９０円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� １４，８５０円 ３ 連 単 ��� ７６，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２９６４７８ 的中 � ４１２７９（２番人気）
複勝票数 計 ５０７２７６ 的中 � ７０７９３（２番人気）� ４３２６２（５番人気）� ２６２７０（７番人気）
枠連票数 計 ２１８１３１ 的中 （４－５） １５５１８（４番人気）
馬連票数 計 ６８７６７１ 的中 �� １６９２８（１１番人気）
馬単票数 計 ４５７８８５ 的中 �� ６２４６（１７番人気）
ワイド票数 計 ３４０００９ 的中 �� ８９４５（８番人気）�� ５６１８（１７番人気）�� ４２２３（２４番人気）
３連複票数 計１０１２３２４ 的中 ��� ５０３２（４７番人気）
３連単票数 計１５７１７５０ 的中 ��� １５０９（２３６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１３．０―１３．３―１２．９―１２．７―１２．８―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．０―３６．０―４９．３―１：０２．２―１：１４．９―１：２７．７―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

ラフィングインメイ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．９．１１ 阪神１着

２００９．４．２５生 牡３黒鹿 母 ラフィンムード 母母 ファビラスラフイン ５戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミルクディッパー号は，平成２４年３月１９日まで平地競走に出走できない。
※ラブリースター号は，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を表示している。

０４０９２ ２月１９日 晴 稍重 （２４京都２）第８日 第８競走 ��１，９００�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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

６１０ トーセンウィーク 牡４栗 ５６ 小牧 太島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５３６－ ２２：０１．５ １．４�

８１４� サトノオーランド 牡４鹿 ５６
５５ ☆国分 優作里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５１２＋ ４ 〃 クビ １３．７�

５７ ナポレオンバローズ 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ４９２＋１２２：０１．８１� ３１．５�
７１２ ドリームシガー 牡５黒鹿５７ 北村 友一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 対馬 正 ５４４＋１０ 〃 クビ １７．２�
７１１ ストライビング �５鹿 ５７ T．クウィリー前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０－ ８２：０１．９� １７．１�

（英）

２２ シルクマッドネス �５黒鹿５７ 小坂 忠士有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４７４＋１６２：０２．０クビ ７４．０	
４５ テイエムエビスオー 牡４鹿 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８２－ ４２：０２．１� ３５．０

５８ シルクコスモス 牡５栗 ５７ 村田 一誠有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４８０± ０２：０２．２� １０．９�
３３ アスールアラテラ 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２２：０２．５１� ２２．６
３４ シャドウブルース 牡８鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜飯塚 知一氏 尾関 知人 追分 追分ファーム B５０８＋ ２２：０３．０３ １７８．５�
６９ クレセントシチー 牡４栗 ５６

５３ ▲水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４６０＋ ６２：０３．１� １６２．３�

１１ ボストンリョウマ 牡４青鹿５６ 浜中 俊ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２＋ ８２：０３．２クビ １７．１�
４６ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４６２＋ ４２：０４．５８ ４３．７�
８１３	 ヒストリッドタウン �５青鹿５７ 小林 徹弥名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか グランド牧場 B４９６－ ２２：０５．４５ １４０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，７７８，９００円 複勝： ９４，２７２，５００円 枠連： １９，２９０，４００円

馬連： ６５，４５７，９００円 馬単： ６０，４２１，４００円 ワイド： ３４，２３７，１００円

３連複： ９０，５９３，２００円 ３連単： ２０２，４４６，５００円 計： ５９８，４９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ４４０円 枠 連（６－８） ６６０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ５９０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ５，４３０円 ３ 連 単 ��� １２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３１７７８９ 的中 � １９２３４１（１番人気）
複勝票数 計 ９４２７２５ 的中 � ６６２８６９（１番人気）� ３４９４４（４番人気）� １９４７７（８番人気）
枠連票数 計 １９２９０４ 的中 （６－８） ２１５９３（３番人気）
馬連票数 計 ６５４５７９ 的中 �� ６０２８４（３番人気）
馬単票数 計 ６０４２１４ 的中 �� ５０７８５（３番人気）
ワイド票数 計 ３４２３７１ 的中 �� ２５８０４（２番人気）�� １４３６４（８番人気）�� ３０５２（２９番人気）
３連複票数 計 ９０５９３２ 的中 ��� １２３３５（２５番人気）
３連単票数 計２０２４４６５ 的中 ��� １２１８３（４０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
６．８―１８．２―３０．２―４３．６―５６．６―１：０９．９―１：２３．４―１：３６．２―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンウィーク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．３．２０ 阪神１着

２００８．３．１２生 牡４栗 母 ライフアウトゼア 母母 Silver Valley ４戦２勝 賞金 １６，６００，０００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。



０４０９３ ２月１９日 晴 良 （２４京都２）第８日 第９競走 ��１，４００�
お と く に

乙 訓 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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

４８ カイシュウコロンボ 牡４青鹿５７ 四位 洋文飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４９２－ ４１：２３．１ ３．８�

１２ ジョーアカリン 牝４黒鹿５５ 松山 弘平上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３４－ ２１：２３．３１� ２０．７�
５９ � エーシンウェズン 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５３０－ ４ 〃 クビ ３．２�
７１４ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１６＋ ２１：２３．４クビ ４．０�
６１２� アイスカービング 牝８黒鹿５５ 太宰 啓介下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４８６－ ６１：２３．６１� ６６．３�
８１５ シルクナデシコ 牝６栗 ５５ 藤懸 貴志有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４３８± ０ 〃 クビ １６９．６	
２３ モスカートローザ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ６ 〃 ハナ ２７．６

３６ マックスバローズ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４６８－ ６ 〃 アタマ １０．０�
２４ ショウナンカッサイ 牝６鹿 ５５ 村田 一誠国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４５２－ ２１：２３．７クビ １１６．３�
５１０ アルーリングムーン 牡６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 ４５２－ ４ 〃 クビ ４３．８�
３５ ツルマルワンピース 牝４鹿 ５５ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８８－１０１：２３．８クビ １０．９�
１１ ルナフライト 牝６黒鹿５５ 古川 吉洋小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４８２＋１０１：２３．９� １１４．１�
８１６ レッドボルサリーノ 牡６鹿 ５７ T．クウィリー �東京ホースレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ５０４－ ２１：２４．０クビ ６４．５�

（英）

７１３ ドリームヒーロー 牡５青鹿５７ 中舘 英二田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５４＋ ４１：２４．２１� １８．８�

４７ メイショウローラン 牡７鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６６－１２１：２４．７３ ７２．５�
６１１ ハ ピ シ ン 牝４黒鹿５５ 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４６４＋ ２１：２４．９	 １３３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，０３９，８００円 複勝： ５７，４９１，９００円 枠連： ２８，２０８，４００円

馬連： １１３，７１８，４００円 馬単： ６７，１０７，８００円 ワイド： ４５，１２３，１００円

３連複： １４４，２５９，１００円 ３連単： ２５７，３９１，５００円 計： ７４５，３４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � １５０円 枠 連（１－４） ２，７９０円

馬 連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ５，２２０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� ３１０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� ２６，１００円

票 数

単勝票数 計 ３２０３９８ 的中 � ６７１５１（２番人気）
複勝票数 計 ５７４９１９ 的中 � １１６９９２（２番人気）� ２５００６（７番人気）� １２３２７０（１番人気）
枠連票数 計 ２８２０８４ 的中 （１－４） ７４７５（９番人気）
馬連票数 計１１３７１８４ 的中 �� ２３９５１（１４番人気）
馬単票数 計 ６７１０７８ 的中 �� ９４９５（１９番人気）
ワイド票数 計 ４５１２３１ 的中 �� ８６７４（１３番人気）�� ４１３５４（１番人気）�� ８０８３（１４番人気）
３連複票数 計１４４２５９１ 的中 ��� ２９８１２（１１番人気）
３連単票数 計２５７３９１５ 的中 ��� ７２８０（７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．２―４８．１―５９．７―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
３ ・（４，１６）－２，８（３，１５）１３（１，５）（１１，１４）（６，７，１０）（１２，９） ４ ・（４，１６）－２，８，３，１５（１，５，１３）（６，１１，１４）（１２，１０）７，９

勝馬の
紹 介

カイシュウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．９．４ 札幌１着

２００８．４．２３生 牡４青鹿 母 マヤノイシス 母母 スペースジエツト １４戦３勝 賞金 ４６，９４７，０００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 モトヒメ号
※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。

０４０９４ ２月１９日 晴 良 （２４京都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；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

重

稍重

５９ メイショウマシュウ 牡４黒鹿５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５０６－ ４１：２４．２ ２．８�

７１３ エ ア ウ ル フ 牡５栗 ５７ 松田 大作 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４７０± ０１：２４．３� ５．６�
６１１ サ イ オ ン 牡６芦 ５７ 四位 洋文里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５１０＋ ６１：２４．５１� ４．２�
４８ エーシンハダル 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B５０２－ ２１：２４．７１� ３７．１�
５１０ オースミイージー 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ４５．２�
１２ フィールドシャイン 牡５栗 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：２４．９１� １８．４�
３６ アグネスマクシマム 牡８栗 ５７ 国分 優作渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 クビ ２７７．１	
７１４ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 安藤 勝己岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０６± ０１：２５．１１ ５．０

４７ メトロノース 牡６芦 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９０＋１４１：２５．３１� ２５．５�
３５ アイディンパワー 牡６鹿 ５７ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ５０２＋ ６１：２５．５１� ２０．５
２３ ハイローラー 牡６鹿 ５７ 国分 恭介加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ５０２＋ ６ 〃 クビ １３２．３�
６１２ ドリームスカイラブ 牡７黒鹿５７ 伊藤 工真セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 B４８６± ０１：２５．６クビ ２１６．８�
２４ エーシンビーセルズ 牡６黒鹿５７ 浜中 俊�栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４９２± ０１：２５．７� ７８．４�
８１５ スピードアタック 牡７青鹿５７ 高田 潤齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１０＋ ４１：２６．５５ ２８０．３�
８１６� パルラメンターレ 牡５鹿 ５７ T．クウィリー藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ４８４－ ４１：２６．６� ２０．２�
（英）

１１ ハクバドウジ 牡７芦 ５７ 村田 一誠�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１０－ ４１：２８．０９ ９９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，９６３，３００円 複勝： ９０，４３０，５００円 枠連： ３９，３１８，８００円

馬連： １７２，７６４，７００円 馬単： １００，５３４，９００円 ワイド： ６６，１６９，４００円

３連複： ２２０，２４８，５００円 ３連単： ４０３，８６４，４００円 計： １，１４５，２９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（５－７） ３８０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� ４，５８０円

票 数

単勝票数 計 ５１９６３３ 的中 � １４７７０３（１番人気）
複勝票数 計 ９０４３０５ 的中 � ２３９２０４（１番人気）� １３９２３１（３番人気）� １６３３６６（２番人気）
枠連票数 計 ３９３１８８ 的中 （５－７） ７６８１１（１番人気）
馬連票数 計１７２７６４７ 的中 �� １４３８６５（３番人気）
馬単票数 計１００５３４９ 的中 �� ５１９７８（２番人気）
ワイド票数 計 ６６１６９４ 的中 �� ５０５９５（３番人気）�� ６７４９９（１番人気）�� ５３４３１（２番人気）
３連複票数 計２２０２４８５ 的中 ��� １８１０１１（１番人気）
３連単票数 計４０３８６４４ 的中 ��� ６５１７９（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．４―５９．８―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマシュウ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１．９ 京都１着

２００８．４．１生 牡４黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア ７戦４勝 賞金 ５２，１０２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 ウララカ号・キングオブヘイロー号・コスモケンジ号・テイエムクレナイ号・トロワプレジール号・

ネオフリーダム号・ノボレインボー号・ヒシコモンズ号・ファンドリカップ号・マイプラーナ号
※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。

２レース目



０４０９５ ２月１９日 晴 良 （２４京都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，２３．２．１９以降２４．２．１２まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５１０ トーセンレーヴ 牡４鹿 ５７ T．クウィリー島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：３４．１ １．７�
（英）

６１１ トウショウフリーク 牡５鹿 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ７．７�
８１６ エーシンジャッカル 牡４黒鹿５４ 小牧 太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６６＋ ２１：３４．５２� ２７．７�
１２ オートドラゴン 牡８栗 ５４ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５２２＋ ２１：３４．７１� ２７．７�
５９ ダイシングロウ 牡８黒鹿５３ 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５２０＋ ４１：３４．８� １９．２�
４８ ガ ン ダ ー ラ 牡６栗 ５５ 太宰 啓介林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７６＋ ６１：３４．９� ３９．８	
３６ マイネルクラリティ 牡６栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ５０４＋１０１：３５．０クビ ２４．１

６１２� スマートステージ �７鹿 ５５ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５００－ ８ 〃 ハナ １１．４�
３５ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：３５．４２� ４６．７�
４７ キングストリート 牡６鹿 ５７ 四位 洋文河� 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ １６．１
１１ ラインブラッド 牡６栗 ５５ 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５１０＋ ４１：３５．５クビ ９８．５�
２４ ロビンフット 牡４青鹿５４ 高倉 稜桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B５１６＋２０１：３５．７１� ９５．７�
８１５ ワイルドラズベリー 牝５鹿 ５３ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８１：３５．８� １０．３�
７１３ イケドラゴン 牡７栗 ５１ 上村 洋行池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３２± ０１：３６．０１� ８４．６�
７１４ ク リ ー ン 牡８鹿 ５３ 国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６３０＋ ８ 〃 クビ ３２０．３�
２３ ピュアブリーゼ 牝４栗 ５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６０＋２２１：３９．５大差 ３１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７１，４３８，９００円 複勝： ９７，９３４，０００円 枠連： ６７，７３５，８００円

馬連： ２８５，９８１，９００円 馬単： １８６，２７９，０００円 ワイド： ９５，２０１，１００円

３連複： ３７４，３９１，４００円 ３連単： ７９８，９４６，１００円 計： １，９７７，９０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ４５０円 枠 連（５－６） ３６０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ９３０円 �� ２，７６０円

３ 連 複 ��� ６，０２０円 ３ 連 単 ��� １５，８４０円

票 数

単勝票数 計 ７１４３８９ 的中 � ３４３５８６（１番人気）
複勝票数 計 ９７９３４０ 的中 � ３８３５２７（１番人気）� ８９７０２（２番人気）� ３５４２４（８番人気）
枠連票数 計 ６７７３５８ 的中 （５－６） １４１５６４（１番人気）
馬連票数 計２８５９８１９ 的中 �� ２８２６９４（１番人気）
馬単票数 計１８６２７９０ 的中 �� １２９１６５（２番人気）
ワイド票数 計 ９５２０１１ 的中 �� ６７０８７（２番人気）�� ２４６１７（９番人気）�� ７８２４（３７番人気）
３連複票数 計３７４３９１４ 的中 ��� ４５９２２（２２番人気）
３連単票数 計７９８９４６１ 的中 ��� ３７２４１（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１１．８―１１．９―１１．５―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．４―５８．３―１：０９．８―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．２．１２ 京都１着

２００８．３．２１生 牡４鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ９戦５勝 賞金 １１０，８８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアブリーゼ号は，平成２４年３月１９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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アンノルーチェ号・オースミスパーク号・オーセロワ号・サワノパンサー号・サワヤカラスカル号・

トーホウチェイサー号・ネオヴァンドーム号・ヒットジャポット号・ヤマニンウイスカー号
※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。

０４０９６ ２月１９日 晴 良 （２４京都２）第８日 第１２競走 ��１，２００�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 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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１５� コパノカチーノ 牡６栗 ５７ 池添 謙一小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５３４－ ４１：１１．５ ５．１�

５１０� アーリーデイズ �５鹿 ５７ 松山 弘平加藤 守氏 中竹 和也 米 George
Pruette ４７４＋ ２１：１１．６� ４０．３�

７１３ ブルーデジャブ �５芦 ５７ 国分 恭介 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５１６± ０１：１１．７クビ ２５．５�

６１２ ミッキーデジタル 牡５栗 ５７ 四位 洋文野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ４１：１２．０１� １９．１�
４８ � ネオファロス 牡７栗 ５７

５６ ☆高倉 稜小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B５０８－ ２ 〃 アタマ ２６５．２�
８１６ シンコープリンス 牡５青鹿 ５７

５６ ☆国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ８．３�
６１１ ガ ク ニ ホ シ 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ ６．９	
２３ シャドウエレメント 牡５鹿 ５７ 北村 友一飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ５１８＋２４１：１２．１	 １４．８

１２ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５１６± ０１：１２．６３ １９．７�
７１４� エーシンジェイワン 牡４栗 ５７ 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５３４－ ８１：１２．８１
 ５０．７�
２４ ミッドタウンレディ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：１３．１１� １１．１
５９ スズカローゼ 牝５鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１８－ ２１：１３．４１� ５３．６�
４７ ヴンダーゾンネ 牝６栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ５００± ０１：１３．７１� １８９．０�
３５ オ オ ヒ メ 牝８黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５３４± ０１：１３．９１
 ２１９．６�
１１ ラベンダーカラー 牝４黒鹿５５ 小牧 太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ２１：１４．１１ ６２．２�
３６ ミヤビヘレネ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二村上 義勝氏 尾関 知人 浦河 大成牧場 ４９４－ ６ （競走中止） ２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，２９４，４００円 複勝： ９４，３８０，６００円 枠連： ６４，１７７，６００円

馬連： １９４，７２３，１００円 馬単： １１１，１９７，５００円 ワイド： ７５，３７５，５００円

３連複： ２５８，６９５，５００円 ３連単： ４８３，６７１，８００円 計： １，３４５，５１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � １，１２０円 � ５９０円 枠 連（５－８） ４，１１０円

馬 連 �� １７，３４０円 馬 単 �� ２６，５３０円

ワ イ ド �� ４，６７０円 �� ２，０５０円 �� １１，７３０円

３ 連 複 ��� ８２，１９０円 ３ 連 単 ��� ４４５，０８０円

票 数

単勝票数 計 ６３２９４４ 的中 � ９８７９２（２番人気）
複勝票数 計 ９４３８０６ 的中 � １５００９５（２番人気）� １８８３２（１０番人気）� ３８３７６（９番人気）
枠連票数 計 ６４１７７６ 的中 （５－８） １１５４７（１６番人気）
馬連票数 計１９４７２３１ 的中 �� ８２９０（４３番人気）
馬単票数 計１１１１９７５ 的中 �� ３０９４（７５番人気）
ワイド票数 計 ７５３７５５ 的中 �� ３９６１（４４番人気）�� ９２４４（２５番人気）�� １５６０（７３番人気）
３連複票数 計２５８６９５５ 的中 ��� ２３２３（１７９番人気）
３連単票数 計４８３６７１８ 的中 ��� ８０２（９１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．２―１２．２―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．１―４６．３―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．４
３ １４－１５（９，１０，１３）１６－（１，８）７（３，５，２）１１，４，１２－６ ４ １４－１５（１０，１３）（９，１６）－８（１，５，２）（３，７）１１，４，１２－６

勝馬の
紹 介

�コパノカチーノ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ス キ ャ ン

２００６．３．３生 牡６栗 母 ウェディングベリー 母母 ア ル ガ リ ー ２４戦３勝 賞金 ５５，０８８，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 シンコープリンス号の騎手熊沢重文は，第４競走での落馬負傷のため国分優作に変更。
〔競走中止〕 ミヤビヘレネ号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ヴンダーゾンネ号の騎手藤懸貴志は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
※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。
（非抽選馬） ５頭 ギガワット号・クランチタイム号・ゼットサンサン号・ピュアマリーン号・ピンクペガサス号

４レース目



（２４京都２）第８日 ２月１９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２０７，５９０，０００円
６，７９０，０００円
１，５３０，０００円
１８，６１０，０００円
６３，７２２，０００円
５，４８８，６００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
４０１，９５６，０００円
７１９，４３２，６００円
３２４，９６９，０００円
１，１７８，０７７，２００円
７８０，９８９，０００円
４８６，４７０，０００円
１，５９７，８３４，０００円
２，９９１，８６２，１００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 ８，４８１，５８９，９００円

総入場人員 ２４，０５０名 （有料入場人員 ２２，２１３名）



平成２４年度 第２回京都競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３９１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

１，８２５，１７０，０００円
４，１６０，０００円
５４，１６０，０００円
１２，７９０，０００円
１６５，６６０，０００円
４７９，４２０，０００円
４０，４８０，２００円
１３，３５３，６００円

勝馬投票券売得金
３，１５９，９７８，８００円
５，５８１，５５９，４００円
２，２２７，４１４，５００円
９，２２３，０２５，５００円
５，７９９，６７９，５００円
３，６１９，１６３，７００円
１２，１７０，１２３，９００円
２３，７８７，０３５，６００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 ６５，５６７，９８０，９００円

総入場延人員 １５２，９２３名 （有料入場延人員 １３９，７０４名）


