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04025 2月2日 曇 良 （25京都2）第3日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

810 シゲルホウオウザ 牡3鹿 56 福永 祐一森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 464－ 21：13．1 1．6�
79 タガノレオーネ 牝3鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 21：13．52� 8．2�
11 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54 北村 友一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 424＋ 21：14．13� 21．5�
67 ニホンピロマイティ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 462＋ 81：14．2� 17．6�
22 ウォーターシュート 牡3鹿 56 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 402＋ 2 〃 クビ 215．3�
55 ウォーターパーク 牡3黒鹿56 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 448－ 41：14．41� 11．1	
66 ポ ロ タ ン 牝3鹿 54 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 428－ 21：15．03� 7．0

811 カシノビッグベン 牡3栗 56 国分 恭介柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 498＋ 21：15．63� 127．9�
44 ロージーローズ 牝3鹿 54 川田 将雅北駿競走馬組合 田島 良保 新ひだか 上村 清志 448± 0 〃 クビ 7．0�
78 シゲルカラスザ �3鹿 56 秋山真一郎森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか マークリ牧場 482＋ 21：15．92 66．0
33 カシノオーブ 牡3鹿 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 446－ 61：16．11� 192．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，978，200円 複勝： 51，493，400円 枠連： 6，853，500円
馬連： 28，846，600円 馬単： 24，972，000円 ワイド： 14，692，500円
3連複： 45，124，000円 3連単： 93，255，600円 計： 281，215，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 230円 � 420円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 310円 �� 520円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 159782 的中 � 79589（1番人気）
複勝票数 計 514934 的中 � 358283（1番人気）� 25983（4番人気）� 11032（7番人気）
枠連票数 計 68535 的中 （7－8） 9824（2番人気）
馬連票数 計 288466 的中 �� 37458（3番人気）
馬単票数 計 249720 的中 �� 22903（3番人気）
ワイド票数 計 146925 的中 �� 13052（3番人気）�� 6929（6番人気）�� 2253（18番人気）
3連複票数 計 451240 的中 ��� 12261（11番人気）
3連単票数 計 932556 的中 ��� 10934（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．4―36．2―48．3―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルホウオウザ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．6．16 阪神4着

2010．2．25生 牡3鹿 母 エ ク ボ 母母 オールウエイズアロン 11戦1勝 賞金 16，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 シナーラ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※タガノレオーネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04026 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第2競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

66 クラージュドール 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 41：54．7 1．2�

44 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 幸 英明有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 61：55．01� 35．5�

22 バードバーニング 牡3鹿 56 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 446± 0 〃 クビ 33．0�
33 � アンシャックルド 牡3栗 56 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B506－ 41：55．31� 24．0�
810 コンゴウセイウン 牡3青鹿56 太宰 啓介金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 藤川フアーム 520＋ 81：55．4� 49．6�
89 カ ト ラ ス 	3芦 56 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 450＋ 21：55．82
 13．0	
77 アグネスチャンス 牝3黒鹿54 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 B470± 01：56．11� 178．0

11 マグナムボーイ 牡3鹿 56 国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 増本牧場 528－ 61：56．63 47．6�
55 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 534± 01：57．13 9．9�
78 � エアサラディン 牡3鹿 56 福永 祐一 ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 478± 02：00．5大差 23．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，414，800円 複勝： 89，468，100円 枠連： 6，801，400円
馬連： 34，024，000円 馬単： 32，343，200円 ワイド： 19，928，900円
3連複： 43，809，300円 3連単： 109，821，500円 計： 362，611，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 410円 � 330円 枠 連（4－6） 1，140円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 550円 �� 430円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 264148 的中 � 187458（1番人気）
複勝票数 計 894681 的中 � 679962（1番人気）� 17563（7番人気）� 22757（5番人気）
枠連票数 計 68014 的中 （4－6） 4428（6番人気）
馬連票数 計 340240 的中 �� 19311（6番人気）
馬単票数 計 323432 的中 �� 15790（7番人気）
ワイド票数 計 199289 的中 �� 9171（6番人気）�� 12399（4番人気）�� 1915（21番人気）
3連複票数 計 438093 的中 ��� 9273（14番人気）
3連単票数 計1098215 的中 ��� 8974（31番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―13．7―13．0―12．2―12．4―12．6―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―38．2―51．2―1：03．4―1：15．8―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラージュドール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．24 阪神7着

2010．1．27生 牡3鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアサラディン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月2日まで平地競走

に出走できない。

第２回 京都競馬 第３日



04027 2月2日 晴 良 （25京都2）第3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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

815 アーバンレジェンド 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 460 ―1：55．1 4．4�
24 マ ノ ワ ー ル 牡3鹿 56 福永 祐一�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ―1：55．31 11．1�
23 トウカイビジョン 牡3鹿 56 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 492 ―1：56．47 2．0�
510 レゾンドールシチー 牡3栗 56 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 480 ― 〃 アタマ 21．3�
12 コマノアーティスト 牡3芦 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 508 ―1：57．67 26．6�
816 トランザムスター 牡3鹿 56 幸 英明 	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 576 ― 〃 クビ 5．4

47 クモンリュウシシン 牡3青鹿56 藤田 伸二小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 450 ―1：57．91� 30．4�
612 サヴァイバルダンス 牡3黒鹿56 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 浦河 富塚 元喜 478 ―1：58．0クビ 41．0�
713 ワイヴァーン 牝3鹿 54 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 新ひだか 田中 裕之 432 ―1：59．8大差 88．2
11 スズカブルパップ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 470 ―2：00．01� 306．8�
48 ワンダーデスタン 牡3青鹿56 小牧 太山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 456 ―2：00．1クビ 28．6�
714 ルージュボックス 牝3栗 54 松田 大作小林竜太郎氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ―2：00．2� 130．9�
35 ラガーポップスター 牡3栗 56 酒井 学奥村 啓二氏 服部 利之 浦河 山春牧場 476 ―2：01．15 172．2�
36 プリティダンサー 牝3栗 54 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 464 ―2：01．63 136．8�
611 ブラボーデジタル 牝3栗 54 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 432 ―2：01．7� 36．6�
59 ジョーアルゴス 牡3鹿 56 国分 恭介上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム 572 ―2：03．4大差 93．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，656，400円 複勝： 37，105，700円 枠連： 14，350，500円
馬連： 32，788，500円 馬単： 25，877，300円 ワイド： 16，967，600円
3連複： 45，596，800円 3連単： 74，598，800円 計： 266，941，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 230円 � 110円 枠 連（2－8） 190円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 660円 �� 210円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 196564 的中 � 35887（2番人気）
複勝票数 計 371057 的中 � 46631（2番人気）� 22097（4番人気）� 190836（1番人気）
枠連票数 計 143505 的中 （2－8） 56643（1番人気）
馬連票数 計 327885 的中 �� 10255（7番人気）
馬単票数 計 258773 的中 �� 5177（11番人気）
ワイド票数 計 169676 的中 �� 5330（6番人気）�� 24240（1番人気）�� 14757（3番人気）
3連複票数 計 455968 的中 ��� 29666（2番人気）
3連単票数 計 745988 的中 ��� 5237（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．3―13．6―13．8―13．3―12．7―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．2―50．8―1：04．6―1：17．9―1：30．6―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーバンレジェンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Awesome Again 初出走

2010．3．9生 牝3栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 プリティダンサー号は，4コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラボーデジタル号・ジョーアルゴス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

3月2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 メイショウフウタ号・ワンダープロフィー号

04028 2月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都2）第3日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30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

77 メイショウブシドウ 牡4青鹿59 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 458－ 23：20．1 1．8�
22 リリーアタッカー 牡4栗 59 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 488＋ 63：20．31� 6．2�
33 センシズバイオ 牡4栗 59 白浜 雄造バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 512＋123：20．51� 6．1�
88 � セフティーフライト 牡4栗 59 鈴木 慶太原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 452± 03：20．6� 34．3�
89 	 アスターコリント 牡4黒鹿59 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 538＋ 63：20．81� 12．3�
55 サウンドアフリート 牡4栗 59 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 456＋ 83：20．9
 14．1	
11 	 パトロネージュ 牡4栗 59 西谷 誠前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC 514＋ 23：21．75 5．7

66 ハートビートボーイ 牡4黒鹿59 黒岩 悠橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 496± 03：22．12� 84．7�
44 � アイファーアクセス 牡5黒鹿60 植野 貴也中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 536＋163：24．9大差 77．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 13，435，400円 複勝： 19，487，400円 枠連： 6，725，800円
馬連： 23，270，400円 馬単： 20，837，800円 ワイド： 11，219，000円
3連複： 32，125，200円 3連単： 78，004，200円 計： 205，105，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（2－7） 440円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 430円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 134354 的中 � 58991（1番人気）
複勝票数 計 194874 的中 � 82789（1番人気）� 20772（4番人気）� 22688（2番人気）
枠連票数 計 67258 的中 （2－7） 11518（1番人気）
馬連票数 計 232704 的中 �� 33460（2番人気）
馬単票数 計 208378 的中 �� 22610（1番人気）
ワイド票数 計 112190 的中 �� 15325（1番人気）�� 14409（2番人気）�� 5405（7番人気）
3連複票数 計 321252 的中 ��� 35137（1番人気）
3連単票数 計 780042 的中 ��� 30552（1番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシドウ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Creek デビュー 2011．8．14 小倉4着

2009．2．16生 牡4青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too 障害：2戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 メイショウブシドウ号の騎手高田潤は，2周目4コーナー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過怠金

10，000円。（被害馬：5番・1番）
※セフティーフライト号・センシズバイオ号・ハートビートボーイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04029 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

510 レッドフォーチュン 牝3芦 54 W．ビュイック 杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 454＋ 41：36．3 5．6�
（英）

24 ウインドストリーム 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 452± 0 〃 ハナ 2．7�
36 エンジェルベイビー 牝3鹿 54 池添 謙一薪浦 亨氏 牧田 和弥 厚真 関之尾 高志 430－ 61：36．72� 100．0�
12 ショウナンバーキン 牝3青 54 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 442－ 2 〃 ハナ 3．8�
816 レネットグルーヴ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 412± 0 〃 ハナ 5．6	
48 エ ス パ シ オ 牝3黒鹿54 国分 優作田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 426－ 21：36．91� 252．1

47 マイネノンノ 牝3栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 420－ 21：37．21� 37．2�
815 ドリーミートーツ 牝3青鹿54 小牧 太吉田 和美氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 ハナ 13．3�
612 ミノディエール 牝3黒鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 6 〃 クビ 15．0
35 ヴィラデステ 牝3鹿 54 太宰 啓介平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 456－101：37．3� 124．8�
23 メイショウアキヒメ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 430－ 41：37．51� 59．6�
611 クイーンズリーフ 牝3黒鹿54 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 400－ 81：38．13� 45．1�
714 コウエイキズナ 牝3栗 54 今井 貴大伊東 政清氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 418＋ 61：38．31� 94．1�

（愛知）

11 マテリアライズ 牝3鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 456± 01：38．62 78．0�
59 レーリュッケン 牝3黒鹿54 熊沢 重文�ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 440－ 4 〃 クビ 116．7�

（15頭）
713 ディオジェーヌ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，797，600円 複勝： 39，375，600円 枠連： 12，926，100円
馬連： 39，256，700円 馬単： 26，860，400円 ワイド： 20，582，500円
3連複： 52，743，700円 3連単： 85，016，000円 計： 296，558，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 140円 � 950円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 350円 �� 5，380円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 67，760円

票 数

単勝票数 差引計 197976（返還計 18552） 的中 � 28284（3番人気）
複勝票数 差引計 393756（返還計 25532） 的中 � 55000（4番人気）� 107384（1番人気）� 7081（9番人気）
枠連票数 差引計 129261（返還計 221） 的中 （2－5） 10448（4番人気）
馬連票数 差引計 392567（返還計 83936） 的中 �� 35270（2番人気）
馬単票数 差引計 268604（返還計 52484） 的中 �� 10545（5番人気）
ワイド票数 差引計 205825（返還計 34217） 的中 �� 16915（2番人気）�� 863（39番人気）�� 2096（21番人気）
3連複票数 差引計 527437（返還計180825） 的中 ��� 2797（34番人気）
3連単票数 差引計 850160（返還計286326） 的中 ��� 926（173番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．4―12．5―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．6―1：00．1―1：12．2―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドフォーチュン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．13 京都4着

2010．3．3生 牝3芦 母 スギノフォルモーザ 母母 スカーレットローズ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔競走除外〕 ディオジェーヌ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 クイーンズリーフ号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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。

04030 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第6競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

79 マイネルクロップ 牡3芦 56 W．ビュイック �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 494＋ 61：52．3 2．3�
（英）

810 タイセイバスター 牡3鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 496± 01：53．04 6．9�
55 コ ウ セ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 476± 0 〃 ハナ 3．6�
66 タマノペルセウス 牡3鹿 56 幸 英明玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 514－ 81：54．17 7．6�
11 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿56 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 484－ 61：54．2� 24．2�
44 シゲルオオカミザ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 450－ 21：54．3� 60．8	
811 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 490＋ 41：54．51� 54．5

67 シャトーブランシュ 牝3鹿 54 秋山真一郎有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 464－141：54．92� 19．2�
33 � ユーセイクインサー 牝3鹿 54 今井 貴大浅井 �夫氏 倉地 学 日高 エンドレス

ファーム 428－111：55．11	 83．9
（愛知） （愛知）

78 ナムラバクサイ 牡3栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 474－ 21：56．16 8．2�
22 
 グロリーレヴュー 牝3黒鹿54 酒井 学�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 494＋ 41：57．48 393．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，293，800円 複勝： 38，388，500円 枠連： 9，604，900円
馬連： 41，707，300円 馬単： 30，800，100円 ワイド： 22，144，500円
3連複： 60，246，700円 3連単： 115，321，300円 計： 340，507，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 370円 �� 190円 �� 440円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 222938 的中 � 77432（1番人気）
複勝票数 計 383885 的中 � 118692（1番人気）� 42253（4番人気）� 93613（2番人気）
枠連票数 計 96049 的中 （7－8） 11423（3番人気）
馬連票数 計 417073 的中 �� 34712（3番人気）
馬単票数 計 308001 的中 �� 18644（4番人気）
ワイド票数 計 221445 的中 �� 13692（4番人気）�� 36812（1番人気）�� 11016（6番人気）
3連複票数 計 602467 的中 ��� 55357（2番人気）
3連単票数 計1153213 的中 ��� 19973（7番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―13．1―13．1―12．9―12．5―12．4―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―36．5―49．6―1：02．5―1：15．0―1：27．4―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルクロップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 札幌4着

2010．4．16生 牡3芦 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー 6戦2勝 賞金 25，005，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グロリーレヴュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月2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。



04031 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （芝・右・外）

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
1：44．7
1：44．1

良
良

710 ヴァンセンヌ 牡4鹿 56 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋121：49．8 5．2�

57 スマッシュスマイル 牡5栃栗57 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 5．3�
69 トーセンギャラリー 牡4鹿 56 岩田 康誠島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：50．01� 1．8�
812 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 池添 謙一�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 438－ 41：50．21 63．7	
11 ユースティティア 牝5青鹿55 浜中 俊前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 470－ 8 〃 ハナ 17．5

56 ドラゴネッティ 牡4黒鹿56 四位 洋文吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 462－ 21：50．3� 24．7�
711 キタサンパイロット 牡4鹿 56 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 472＋ 4 〃 ハナ 21．1�
44 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 494＋26 〃 アタマ 13．0
68 メイショウデビッド 牡4鹿 56 秋山真一郎松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 466＋ 21：50．51� 191．2�
33 マイネルオラシオン 牡4黒鹿56 W．ビュイック �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 470＋121：50．71� 34．3�

（英）

22 リ ン ト ス 牝4黒鹿54 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：51．23 240．7�
45 ネヴァーハーツ 牝4栃栗54 太宰 啓介廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 462＋121：51．3� 27．0�
813 タマモスコーピオン 牡4鹿 56 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 前田牧場 490＋101：52．68 76．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，105，400円 複勝： 37，602，200円 枠連： 12，833，600円
馬連： 48，472，200円 馬単： 34，508，400円 ワイド： 22，823，100円
3連複： 62，777，800円 3連単： 108，891，500円 計： 353，014，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（5－7） 870円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 510円 �� 220円 �� 220円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 251054 的中 � 38624（2番人気）
複勝票数 計 376022 的中 � 56866（2番人気）� 46196（3番人気）� 152958（1番人気）
枠連票数 計 128336 的中 （5－7） 10935（4番人気）
馬連票数 計 484722 的中 �� 29241（4番人気）
馬単票数 計 345084 的中 �� 10559（7番人気）
ワイド票数 計 228231 的中 �� 9183（6番人気）�� 28983（1番人気）�� 28437（2番人気）
3連複票数 計 627778 的中 ��� 71861（1番人気）
3連単票数 計1088915 的中 ��� 14215（7番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―12．5―12．5―12．7―12．1―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―38．0―50．5―1：03．2―1：15．3―1：26．9―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．5
3 5（11，13，9）（4，6）8，7（2，10）（1，3，12） 4 ・（5，11）（4，13，9）（8，6）7，10（2，12）（1，3）

勝馬の
紹 介

ヴァンセンヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2012．4．15 阪神1着

2009．4．11生 牡4鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー 4戦2勝 賞金 12，200，000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。

04032 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第8競走 ��1，400�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，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
1：21．9
1：21．5

重
不良

33 ナリタスーパーワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 21：25．6 1．5�

44 オビーディエント 牡4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 448－ 21：25．92 5．8�
66 � ウエスタンムサシ 牡4芦 57 武 豊西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 502－ 21：26．0クビ 13．1�
89 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 520－ 61：26．1� 3．8�
77 ブラックイレブン 牡6黒鹿57 国分 恭介吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 458± 01：26．31� 38．8	
22 カネトシスタチュー 牡4青鹿57 小牧 太兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 470－ 21：26．72� 66．2

78 デンコウリョウ 	5芦 57 幸 英明田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 488－ 81：27．12� 45．3�
810 テイエムワカタカ 牡4栗 57 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 476＋141：27．63 91．0�
55 ラインロバート 牡4青鹿57 松田 大作大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 466－ 21：27．92 283．7
11 � アークイクシオン 牡4黒鹿57 畑端 省吾門野 文典氏 作田 誠二 浦河 向別牧場 B472＋ 41：28．0� 319．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，926，300円 複勝： 96，988，700円 枠連： 11，170，500円
馬連： 50，521，400円 馬単： 51，780，200円 ワイド： 23，756，900円
3連複： 64，355，300円 3連単： 201，896，000円 計： 536，395，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 140円 � 200円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 520円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 359263 的中 � 189589（1番人気）
複勝票数 計 969887 的中 � 695640（1番人気）� 86760（2番人気）� 42915（4番人気）
枠連票数 計 111705 的中 （3－4） 20972（2番人気）
馬連票数 計 505214 的中 �� 95736（2番人気）
馬単票数 計 517802 的中 �� 75641（2番人気）
ワイド票数 計 237569 的中 �� 39778（2番人気）�� 20768（3番人気）�� 9278（9番人気）
3連複票数 計 643553 的中 ��� 63593（3番人気）
3連単票数 計2018960 的中 ��� 81876（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．8―12．6―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―37．1―49．7―1：01．7―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスーパーワン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．22 中京2着

2009．5．8生 牡4鹿 母 マルセイユキャット 母母 ストレイキャット 7戦2勝 賞金 21，300，000円



04033 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第9競走 ��
��1，800�

か す が

春 日 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，24．2．4以降25．1．27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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：44．7
1：44．1

良
良

22 アイウォントユー 牡6栗 55 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 478＋ 21：49．0 6．9�
710 ショウナンカンムリ 牡4鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 492± 01：49．1� 3．6�
56 コアレスドラード 牡5栗 56 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 450－ 2 〃 クビ 5．1�
811 マイファーストラヴ 牝7青鹿52 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456± 0 〃 アタマ 8．6�
55 キンショーオトヒメ 牝8栗 50 酒井 学礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 456± 01：49．52� 107．6�
79 フミノポールスター 牡4黒鹿54 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 502－ 2 〃 ハナ 12．0�
812 フェブスカイ 牡6鹿 52 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 462＋ 21：49．71 187．9	
68 コ ン カ ラ ン 牝6栗 53 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 470－ 6 〃 クビ 5．1

44 メイショウヤタロウ 牡5鹿 54 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 478＋ 2 〃 アタマ 15．6�
33 パープルタイヨー 牡7鹿 53 北村 友一中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 456＋ 2 〃 ハナ 67．9�
11 シンボリニース �6鹿 53 川田 将雅シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 504－ 81：49．91	 42．7
67 リトルダーリン 牝5黒鹿54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント 430＋ 8 〃 クビ 8．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，480，900円 複勝： 51，172，900円 枠連： 21，185，400円
馬連： 91，399，600円 馬単： 52，958，000円 ワイド： 36，550，900円
3連複： 116，258，500円 3連単： 216，746，400円 計： 614，752，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 150円 � 190円 枠 連（2－7） 1，340円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 610円 �� 610円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 14，650円

票 数

単勝票数 計 284809 的中 � 32769（4番人気）
複勝票数 計 511729 的中 � 60061（4番人気）� 106165（1番人気）� 71104（3番人気）
枠連票数 計 211854 的中 （2－7） 11675（6番人気）
馬連票数 計 913996 的中 �� 42111（5番人気）
馬単票数 計 529580 的中 �� 10872（13番人気）
ワイド票数 計 365509 的中 �� 14508（9番人気）�� 14532（8番人気）�� 25624（2番人気）
3連複票数 計1162585 的中 ��� 48484（2番人気）
3連単票数 計2167464 的中 ��� 10921（44番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．1―12．6―12．8―12．4―11．5―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．2―49．8―1：02．6―1：15．0―1：26．5―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．0
3 9，7，12，4（10，8）1（5，11）3，2，6 4 ・（9，7）12（4，10，8）（5，11）1（3，2）6

勝馬の
紹 介

アイウォントユー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2009．9．27 阪神13着

2007．3．29生 牡6栗 母 マッキーアイドル 母母 クリアーチャンス 32戦4勝 賞金 62，113，000円

04034 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

811 トーセンソレイユ 牝3鹿 54 W．ビュイック 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 420－ 41：35．4 5．0�
（英）

812 ウインプリメーラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 61：35．5� 3．1�
79 グッドレインボー 牝3鹿 54 福永 祐一杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 464± 0 〃 ハナ 7．3�
44 ディープサウス 牝3青 54 四位 洋文窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 440－ 6 〃 クビ 6．2�
56 ウ リ ウ リ 牝3青 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440－ 61：35．6クビ 8．1	
67 	 ハイマウンテン 牝3鹿 54 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 436＋ 2 〃 アタマ 43．0

11 	 タンスチョキン 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 452－ 41：35．81
 28．4�
710 セトノフラッパー 牝3栗 54 川田 将雅難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 クビ 53．7�
55 ローガンサファイア 牝3鹿 54 北村 友一 キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：35．9クビ 7．6�
33 ストークアンドレイ 牝3芦 55 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 470－ 21：36．22 40．8�
22 ナンヨーユナ 牝3芦 54 幸 英明中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 454－ 21：36．3� 14．9�
68 ディパッション 牝3鹿 54 池添 謙一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 01：36．93� 131．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，667，300円 複勝： 75，739，200円 枠連： 29，764，200円
馬連： 133，436，800円 馬単： 80，436，900円 ワイド： 49，680，100円
3連複： 158，748，600円 3連単： 301，374，800円 計： 876，847，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 140円 � 210円 枠 連（8－8） 820円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 340円 �� 680円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 8，260円

票 数

単勝票数 計 476673 的中 � 75612（2番人気）
複勝票数 計 757392 的中 � 100227（3番人気）� 171644（1番人気）� 87418（5番人気）
枠連票数 計 297642 的中 （8－8） 26921（4番人気）
馬連票数 計1334368 的中 �� 117215（1番人気）
馬単票数 計 804369 的中 �� 30517（5番人気）
ワイド票数 計 496801 的中 �� 39101（1番人気）�� 16709（11番人気）�� 33652（3番人気）
3連複票数 計1587486 的中 ��� 73296（1番人気）
3連単票数 計3013748 的中 ��� 26945（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．1―12．2―11．8―11．8―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．3―48．5―1：00．3―1：12．1―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンソレイユ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao デビュー 2013．1．13 京都1着

2010．1．20生 牝3鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere 2戦2勝 賞金 25，301，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 トーセンソレイユ号の騎手W．ビュイックは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：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。



04035 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過
額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

23 アドバンスウェイ 牡7鹿 56 小牧 太西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 496－101：23．5 25．2�
713 アドマイヤロイヤル 牡6鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526± 01：24．03 4．5�
12 シセイオウジ 牡6栗 56 北村 友一猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 454－18 〃 クビ 17．6�
48 サ イ オ ン 牡7芦 56 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B498－12 〃 ハナ 13．5�
24 	 サクラシャイニー 牡7栗 56 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 468＋ 21：24．1クビ 14．0�
510 マルカベンチャー 牡7栗 56 幸 英明河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 474＋ 41：24．41
 12．6	
611 エ ア ウ ル フ 牡6栗 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B486± 01：24．5クビ 2．0

612 フィールドシャイン 牡6栗 56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：24．81
 45．5�
35 グリッターウイング 牡6栗 56 W．ビュイック 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：25．01� 9．2�

（英）

36 ラインブラッド 牡7栗 57 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 510＋ 4 〃 クビ 55．8
11 セイカアレグロ 牡8鹿 56 太宰 啓介久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム 498－101：25．1� 249．6�
47 トキノフウジン 牡6黒鹿56 四位 洋文田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 452－ 41：25．3
 42．0�
815 ダノンエリモトップ 牡7鹿 56 武 幸四郎�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 534± 01：25．61
 159．8�
59 	 エベレストオー 牡6鹿 56 国分 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B510± 01：25．81� 93．2�
714 サンライズモール 牡6栗 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 492± 01：26．01� 64．5�
816 トウショウブリッツ 牡9鹿 56 熊沢 重文トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 484－ 61：26．85 201．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，850，400円 複勝： 112，772，400円 枠連： 53，547，500円
馬連： 263，722，000円 馬単： 147，816，400円 ワイド： 97，253，200円
3連複： 357，075，400円 3連単： 689，287，000円 計： 1，784，324，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 790円 � 180円 � 610円 枠 連（2－7） 1，900円

馬 連 �� 7，740円 馬 単 �� 18，680円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 6，180円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 34，660円 3 連 単 ��� 238，490円

票 数

単勝票数 計 628504 的中 � 19666（8番人気）
複勝票数 計1127724 的中 � 31419（8番人気）� 216103（2番人気）� 42661（7番人気）
枠連票数 計 535475 的中 （2－7） 20821（7番人気）
馬連票数 計2637220 的中 �� 25151（24番人気）
馬単票数 計1478164 的中 �� 5841（52番人気）
ワイド票数 計 972532 的中 �� 12546（20番人気）�� 3791（46番人気）�� 16503（15番人気）
3連複票数 計3570754 的中 ��� 7605（86番人気）
3連単票数 計6892870 的中 ��� 2133（506番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．2―47．0―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドバンスウェイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Capote デビュー 2008．7．6 福島6着

2006．4．15生 牡7鹿 母 シアトルフェアー 母母 Frampton Dancer 34戦7勝 賞金 147，869，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 オウケンサクラ号・カネトシディオス号・サウンドアクシス号・シェアースマイル号・セイリオス号・

タイセイシュバリエ号・タマモクリエイト号・チョイワルグランパ号・ティアモブリーオ号・トラバント号・
ニシオドリーム号・パワーストラグル号・マックスドリーム号・マルカバッケン号・メダリアビート号

※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。

04036 2月2日 晴 良 （25京都2）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 アントニオピサ 牡4鹿 56 浜中 俊市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 21：52．4 2．4�

68 スズカルーセント 牡5鹿 57 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 512＋ 21：52．82� 3．0�
79 	 エーシンスピーダー 牡4栗 56 池添 謙一�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 474＋ 21：53．22� 5．9�
56 セトノメジャー 牡6鹿 57 国分 恭介難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 500± 0 〃 アタマ 40．1�
44 スタンドバイミー 牡4鹿 56 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 452－121：53．3クビ 24．0	
67 フォントルロイ 牡4鹿 56 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 ハナ 9．3

33 コウエイチャンス 牡4鹿 56 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 468＋ 41：53．4� 34．2�
22 フォルクスオーパー 牝7栗 55 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 484＋ 41：53．61� 82．3�
811 ト リ ノ 牡5栗 57 武 豊北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 506＋121：54．34 10．7�
710
 サンレイハスラー 牡7鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 504－ 21：55．04 259．7�
55 	 アグネスティンクル 牡6栗 57 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud 472± 01：55．42� 104．7�
812 コウエイロックオン 牡4鹿 56 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 496－ 41：55．61� 162．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，667，900円 複勝： 56，434，200円 枠連： 25，512，700円
馬連： 99，711，900円 馬単： 68，460，200円 ワイド： 41，501，000円
3連複： 126，012，100円 3連単： 275，298，400円 計： 733，598，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（1－6） 270円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 310円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 406679 的中 � 136394（1番人気）
複勝票数 計 564342 的中 � 169540（1番人気）� 131434（2番人気）� 75362（3番人気）
枠連票数 計 255127 的中 （1－6） 70959（1番人気）
馬連票数 計 997119 的中 �� 197392（1番人気）
馬単票数 計 684602 的中 �� 74693（1番人気）
ワイド票数 計 415010 的中 �� 75463（1番人気）�� 34999（2番人気）�� 29298（4番人気）
3連複票数 計1260121 的中 ��� 155199（1番人気）
3連単票数 計2752984 的中 ��� 92946（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．8―13．0―12．5―12．7―12．7―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．5―49．5―1：02．0―1：14．7―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アントニオピサ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．24 阪神3着

2009．1．29生 牡4鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ 12戦3勝 賞金 34，907，000円
〔発走状況〕 コウエイチャンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（25京都2）第3日 2月2日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 147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

214，820，000円
6，410，000円
1，370，000円
19，430，000円
54，851，000円
4，255，800円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
358，274，400円
706，028，300円
211，276，100円
887，157，400円
597，650，900円
377，100，200円
1，164，873，400円
2，349，511，500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 6，651，872，200円

総入場人員 13，988名 （有料入場人員 12，583名）
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