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04037 2月3日 晴 良 （25京都2）第4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

610 キングソング 牡3鹿 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 432＋ 21：13．3 2．0�
58 サンキストロード 牡3鹿 56 太宰 啓介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 504± 01：13．72� 8．0�
34 キョウワアーサー 牡3栗 56 武 豊�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 456－ 21：13．8� 4．9�
711 シュナップス 牡3栗 56 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 434－ 21：13．9� 8．6�
45 アルペンクローネ 牡3鹿 56 川田 将雅水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 438－ 21：14．21� 13．4�
22 フェブマルコ 牝3栗 54 小林 徹弥釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432± 0 〃 クビ 476．8	
712 リャナンシー 牝3栗 54 福永 祐一橋元 勇氣氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 462＋ 61：14．83� 7．3

33 タガノシェルム 牡3栗 56 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 81：15．01� 60．5�
69 プティアノンス 牝3栗 54 川島 信二有限会社シルク荒川 義之 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 388－ 2 〃 クビ 369．0�
57 カワキタミラクル 牡3黒鹿56 国分 恭介川島 吉男氏 梅内 忍 新ひだか 木田牧場 478＋ 21：15．21� 166．8
46 シゲルカニザ 牡3栗 56 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 488－ 41：15．3� 22．3�
11 メイショウポピュラ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 408－ 6 〃 ハナ 105．9�
814 スピードサンダー 牡3栗 56

53 ▲花田 大昂池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 466＋ 41：15．61� 400．7�
813 メイショウジンベエ 牡3栗 56 酒井 学松本 和子氏 坂口 正則 浦河 鮫川フアーム 464＋ 61：15．81� 45．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，692，700円 複勝： 39，398，900円 枠連： 10，575，800円
馬連： 40，705，300円 馬単： 31，424，500円 ワイド： 22，639，300円
3連複： 58，916，600円 3連単： 102，794，200円 計： 327，147，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 140円 枠 連（5－6） 830円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 190円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 206927 的中 � 81775（1番人気）
複勝票数 計 393989 的中 � 162231（1番人気）� 30971（4番人気）� 63066（2番人気）
枠連票数 計 105758 的中 （5－6） 9518（4番人気）
馬連票数 計 407053 的中 �� 36649（3番人気）
馬単票数 計 314245 的中 �� 19302（4番人気）
ワイド票数 計 226393 的中 �� 16123（3番人気）�� 35649（1番人気）�� 8251（9番人気）
3連複票数 計 589166 的中 ��� 43346（2番人気）
3連単票数 計1027942 的中 ��� 18620（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．3―12．2―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―36．0―48．2―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．13 京都3着

2010．2．27生 牡3鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

04038 2月3日 晴 良 （25京都2）第4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

44 ミヤジマッキー 牡3鹿 56 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 482－ 61：54．1 2．6�
22 スズカファイター 牡3鹿 56 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：54．31� 2．9�
33 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 470＋ 21：54．4� 4．0�
55 ファーザモア 牡3栗 56 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 21：55．25 9．9�
11 ラローザブル 牡3栗 56 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B486± 01：55．94 17．7�
811 ライブリーゲイト 牡3栗 56 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 458－ 61：57．6大差 73．4	
78 ハーフウェイ 牡3芦 56 小林 徹弥中西 功氏 新川 恵 新冠 風間 洋 422＋ 61：57．7� 273．9

66 テイエムオールエー 牡3栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 佐藤 陽一 438－ 61：58．23 33．2�
67 ダイゴヒリュウ 牡3栗 56 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 438＋ 21：58．3クビ 369．0�
810 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 01：58．93� 18．3
79 メイショウチカラ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 ミルファーム 476＋102：01．2大差 204．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，150，800円 複勝： 32，271，800円 枠連： 8，101，200円
馬連： 34，066，000円 馬単： 29，410，700円 ワイド： 17，911，500円
3連複： 49，406，900円 3連単： 107，132，000円 計： 297，450，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－4） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 140円 �� 200円 �� 200円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，460円

票 数

単勝票数 計 191508 的中 � 59325（1番人気）
複勝票数 計 322718 的中 � 114740（1番人気）� 77409（2番人気）� 48124（3番人気）
枠連票数 計 81012 的中 （2－4） 16661（1番人気）
馬連票数 計 340660 的中 �� 70038（1番人気）
馬単票数 計 294107 的中 �� 32858（1番人気）
ワイド票数 計 179115 的中 �� 37546（1番人気）�� 20559（3番人気）�� 20629（2番人気）
3連複票数 計 494069 的中 ��� 101747（1番人気）
3連単票数 計1071320 的中 ��� 54483（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―13．3―13．0―13．0―12．4―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―37．2―50．2―1：03．2―1：15．6―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤジマッキー �
�
父 スパイキュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．1．19 京都2着

2010．4．8生 牡3鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウチカラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月3日まで平地競

走に出走できない。

第２回 京都競馬 第４日



04039 2月3日 晴 良 （25京都2）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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
1：21．9
1：21．5

重
不良

813 リラコサージュ 牝3栗 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 400± 01：26．5 2．3�
814 アンジュプリエール 牝3芦 54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 484± 01：27．03 3．9�
711 トゥルーピース 牝3栗 54 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 466＋ 41：27．32 5．2�
33 ワンダーテルヌーラ 牝3鹿 54 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 444± 01：27．62 13．3�
69 セイントデジタル 牝3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 446－ 61：27．7クビ 39．4�
712 カ ノ ン 牝3鹿 54 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 446－ 21：27．91� 121．8	
11 セーノークイン 牝3鹿 54 酒井 学國立 治氏 境 直行 浦河 細道牧場 464－ 81：28．0� 51．9

45 キセキノチャンス 牝3栗 54 武 豊深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 480－ 6 〃 ハナ 12．4�
57 サフランパートナー 牝3鹿 54 幸 英明海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 450－ 8 〃 ハナ 22．6�
22 ヒ シ ダ イ ヤ 牝3鹿 54 藤岡 佑介阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 482± 0 〃 ハナ 50．5
34 ヒデノエターナル 牝3栗 54 国分 恭介大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 460＋161：28．21 18．7�
58 クリノフジヤマ 牝3栗 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 むかわ 小林 孝幸 440± 01：29．05 342．1�
610 ミキノティータイム 牝3栗 54 秋山真一郎谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 446－ 21：29．74 22．9�
46 アグネスコトブキ 牝3黒鹿54 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 424－ 21：30．23 297．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，179，900円 複勝： 38，641，600円 枠連： 13，674，800円
馬連： 47，940，200円 馬単： 37，308，200円 ワイド： 28，376，300円
3連複： 71，296，600円 3連単： 123，873，900円 計： 383，291，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（8－8） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 200円 �� 250円 �� 410円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 221799 的中 � 77357（1番人気）
複勝票数 計 386416 的中 � 122643（1番人気）� 76072（2番人気）� 57418（3番人気）
枠連票数 計 136748 的中 （8－8） 24802（2番人気）
馬連票数 計 479402 的中 �� 84762（1番人気）
馬単票数 計 373082 的中 �� 46803（1番人気）
ワイド票数 計 283763 的中 �� 40751（1番人気）�� 28099（2番人気）�� 14905（4番人気）
3連複票数 計 712966 的中 ��� 71056（1番人気）
3連単票数 計1238739 的中 ��� 41078（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．1―12．7―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．2―47．9―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4F51．3―3F38．6
3 14（11，13）（1，3）（2，6）10（4，12）7（5，9）－8 4 14（11，13）（1，3）（2，10）（6，12，7）（4，9）5，8

勝馬の
紹 介

リラコサージュ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．10．6 京都3着

2010．4．17生 牝3栗 母 サッカーマム 母母 Traverse City 4戦1勝 賞金 8，800，000円

04040 2月3日 晴 良 （25京都2）第4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）
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
1：21．5

重
不良

57 � レアヴェントゥーレ 牡3芦 56 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing
Stable LLC 520± 01：26．0 3．4�

45 タイザンホクト 牡3鹿 56 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 496＋ 4 〃 クビ 2．0�
813� ヴードゥーフェスト 牡3青鹿56 太宰 啓介 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 526＋ 21：27．06 12．0�
69 チャンピオンゴッド 牡3鹿 56 勝浦 正樹坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 川上牧場 B478－101：27．95 159．2�
22 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 462± 0 〃 クビ 52．4�
712 プリンセスムーン 牝3栗 54 池添 謙一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 468－ 81：28．11� 6．0	
610 ペプチドマンボウ 牡3鹿 56 幸 英明沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B482－ 21：28．2クビ 18．7

33 エーシンヘディング 牡3鹿 56 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 452－ 8 〃 アタマ 70．2�
46 スリーマーゴーン 牡3芦 56 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 470－ 61：28．41� 250．9
11 トスカニーニ 牡3鹿 56 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 458± 01：28．61� 13．1�
814 カネトシエスプリ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介兼松 利男氏 水野 貴広 日高 森永牧場 456± 01：28．7クビ 68．9�
34 ディルムッド 牡3栗 56 和田 竜二一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B456± 01：29．12	 79．0�
711 タガノカバリオ 
3鹿 56 川島 信二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 21：29．2クビ 316．6�
58 ヒロノプリンス 牡3鹿 56 酒井 学サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 454－ 4 〃 クビ 338．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，703，300円 複勝： 44，804，300円 枠連： 11，045，800円
馬連： 47，045，700円 馬単： 40，461，100円 ワイド： 28，128，700円
3連複： 68，791，700円 3連単： 138，898，600円 計： 403，879，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 110円 � 220円 枠 連（4－5） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 130円 �� 490円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 247033 的中 � 58284（2番人気）
複勝票数 計 448043 的中 � 67352（2番人気）� 221203（1番人気）� 27634（4番人気）
枠連票数 計 110458 的中 （4－5） 26928（1番人気）
馬連票数 計 470457 的中 �� 117596（1番人気）
馬単票数 計 404611 的中 �� 51019（2番人気）
ワイド票数 計 281287 的中 �� 85061（1番人気）�� 10196（6番人気）�� 17071（4番人気）
3連複票数 計 687917 的中 ��� 50093（3番人気）
3連単票数 計1388986 的中 ��� 23304（10番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．3―12．9―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．7―48．6―1：01．0―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レアヴェントゥーレ �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Belong to Me デビュー 2012．6．17 阪神8着

2010．2．10生 牡3芦 母 Ocean Drive 母母 Clever But Costly 4戦1勝 賞金 6，300，000円



04041 2月3日 晴 良 （25京都2）第4日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

11 マウイノカオイ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 472± 02：15．2 3．8�

44 ヒ ュ ラ ー ス 牡3鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 446－ 22：15．41� 5．3�
813 ウインアルザス 牡3鹿 56 川田 将雅�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 498＋ 2 〃 クビ 2．6�
710� アウォーディー 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B504＋ 62：15．72 4．7�
56 ハダシノミライ 牡3黒鹿56 池添 謙一�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 522－ 62：17．08 18．2�
711 キネオウィン 牡3鹿 56 和田 竜二ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 千歳 社台ファーム 498－10 〃 アタマ 13．8	
33 ル ー メ ア 牝3栗 54 四位 洋文 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 434－ 22：17．31	 30．1

22 トレードウィンド 牡3鹿 56 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 42：17．51� 130．9�
68 ビコーピリラニ 牡3栗 56 太宰 啓介�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 466－ 2 〃 ハナ 98．1
812 トモロレジェンド 牡3黒鹿56 石橋 守戸賀 智子氏 河内 洋 新冠 川上 悦夫 458－102：17．81	 157．1�
57 テイエムブレイク 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 452－ 4 〃 クビ 281．3�
69 スズカアルプス 牡3栗 56 川島 信二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 448＋ 42：19．18 430．7�
45 プレイリースター 牝3栃栗54 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 442－102：23．3大差 90．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，631，100円 複勝： 48，636，200円 枠連： 11，184，900円
馬連： 51，610，900円 馬単： 41，013，100円 ワイド： 26，407，700円
3連複： 71，962，300円 3連単： 150，402，700円 計： 426，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（1－4） 1，010円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 340円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 256311 的中 � 53908（2番人気）
複勝票数 計 486362 的中 � 83511（3番人気）� 65124（4番人気）� 168717（1番人気）
枠連票数 計 111849 的中 （1－4） 8253（5番人気）
馬連票数 計 516109 的中 �� 36294（5番人気）
馬単票数 計 410131 的中 �� 16278（8番人気）
ワイド票数 計 264077 的中 �� 16873（5番人気）�� 43644（1番人気）�� 26677（3番人気）
3連複票数 計 719623 的中 ��� 83872（2番人気）
3連単票数 計1504027 的中 ��� 24422（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．0―11．8―13．5―13．9―13．1―11．8―12．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．8―35．8―47．6―1：01．1―1：15．0―1：28．1―1：39．9―1：51．9―2：03．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マウイノカオイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2012．7．1 函館6着

2010．4．5生 牡3鹿 母 ホッテストチケット 母母 リザーブシート 7戦1勝 賞金 10，900，000円
〔その他〕 スズカアルプス号は，最後の直線コースで内側および外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレイリースター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月3日まで平地競

走に出走できない。

04042 2月3日 晴 良 （25京都2）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

23 ワ ー ル ン ガ 牡3栗 56 池添 謙一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444 ―1：36．7 3．7�

59 デニムアンドルビー 牝3鹿 54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 430 ―1：36．8� 3．5�

24 テイエムプリンセス 牝3黒鹿54 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 446 ―1：37．11� 32．9�
47 マ ノ ア ラ ニ 牝3鹿 54 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 458 ― 〃 ハナ 22．8�
12 ムゲンコウネン 牝3鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424 ―1：37．63 9．7�
48 ベッラヴォーチェ 牝3鹿 54 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432 ― 〃 クビ 6．6	
11 ウインローラン 牡3黒鹿56 荻野 琢真�ウイン 宮本 博 浦河 杵臼斉藤牧場 466 ―1：37．81 66．4

611 アテンファースト 牡3栗 56 武 幸四郎玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 472 ― 〃 クビ 41．6�
815 クチュリエール 牝3黒鹿54 藤田 伸二�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470 ― 〃 ハナ 5．0�
510 キョウワハーモニー 牝3鹿 54 浜中 俊協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 410 ― 〃 アタマ 55．7�
35 カイトケイラー 牡3芦 56 小林 徹弥鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 484 ―1：38．01	 110．9�
612 スリーサンローズ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 408 ―1：38．42� 150．7�
713 マーティンゴールド 牝3栗 54 熊沢 重文大戸 志浦氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 450 ―1：38．93 110．5�
714 メイショウカエデ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 日高 山際 辰夫 464 ―1：39．11	 17．0�
816 ウェディングリング 牝3鹿 54 四位 洋文吉田 千津氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 432 ―1：42．8大差 27．1�

（15頭）
36 ラ ヴ ビ ー ム 牝3黒鹿54 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 516 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，775，900円 複勝： 27，511，400円 枠連： 14，136，700円
馬連： 43，179，100円 馬単： 28，915，800円 ワイド： 19，697，800円
3連複： 51，866，700円 3連単： 86，389，300円 計： 290，472，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 700円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，420円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 20，740円

票 数

単勝票数 差引計 187759（返還計 5036） 的中 � 40008（2番人気）
複勝票数 差引計 275114（返還計 8254） 的中 � 59808（1番人気）� 55847（2番人気）� 6769（10番人気）
枠連票数 差引計 141367（返還計 185） 的中 （2－5） 16307（1番人気）
馬連票数 差引計 431791（返還計 29947） 的中 �� 50676（1番人気）
馬単票数 差引計 289158（返還計 20530） 的中 �� 16847（1番人気）
ワイド票数 差引計 196978（返還計 17470） 的中 �� 21613（1番人気）�� 3111（15番人気）�� 2463（20番人気）
3連複票数 差引計 518667（返還計 69121） 的中 ��� 7394（15番人気）
3連単票数 差引計 863893（返還計112926） 的中 ��� 3075（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．6―12．3―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―48．2―1：00．5―1：12．5―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ ー ル ン ガ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Forest Wildcat 初出走

2010．3．17生 牡3栗 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走除外〕 ラヴビーム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ラヴビーム号は，平成25年2月4日から平成25年3月5日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェディングリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月3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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アラタマセット号・ヴィルジニア号・エターナルトルース号・オニユリ号・オーケストラピット号・

スカイキューティー号・ストライクルート号・トップメダリスト号・ヌーヴェルリュンヌ号・レッドフェンサー号



04043 2月3日 晴 良 （25京都2）第4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

22 ボストンサクラ 牝4黒鹿55 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 448＋ 61：13．7 2．9�
78 � メイショウオウヒ 牝5黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 460± 0 〃 クビ 7．5�
11 � エンプレスラブ 牝4黒鹿55 酒井 学 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 504－ 21：14．01� 123．5�
33 クィーンオブライフ 牝5鹿 55 秋山真一郎西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 544＋261：14．1� 3．9�
66 � エイユーラピス 牝4鹿 55 熊沢 重文笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 470＋ 2 〃 アタマ 10．5�
77 ビューティサン 牝4黒鹿55 荻野 琢真長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 458＋ 21：14．2� 84．7	
810 タイセイクインス 牝4青鹿55 国分 恭介田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 B494＋101：14．62� 17．1

55 カルナヴァレ 牝4鹿 55 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 466－ 61：15．02� 26．9�
89 ヤサカオディール 牝4黒鹿55 福永 祐一志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 426－ 41：15．53 9．1�
44 ダブルスパーク 牝4芦 55 幸 英明吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 458－ 81：15．6� 5．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，161，900円 複勝： 39，369，400円 枠連： 10，956，800円
馬連： 51，794，500円 馬単： 35，277，500円 ワイド： 24，585，500円
3連複： 66，993，100円 3連単： 134，376，000円 計： 386，514，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 950円 枠 連（2－7） 1，330円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 390円 �� 4，730円 �� 7，860円

3 連 複 ��� 47，140円 3 連 単 ��� 153，990円

票 数

単勝票数 計 231619 的中 � 63880（1番人気）
複勝票数 計 393694 的中 � 103399（1番人気）� 49669（4番人気）� 7343（9番人気）
枠連票数 計 109568 的中 （2－7） 6097（7番人気）
馬連票数 計 517945 的中 �� 30589（5番人気）
馬単票数 計 352775 的中 �� 12161（6番人気）
ワイド票数 計 245855 的中 �� 17861（3番人気）�� 1195（33番人気）�� 715（39番人気）
3連複票数 計 669931 的中 ��� 1049（78番人気）
3連単票数 計1343760 的中 ��� 644（341番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．3―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．3―47．6―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボストンサクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2011．10．15 京都2着

2009．1．29生 牝4黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー 14戦2勝 賞金 27，532，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時25分に変更。

04044 2月3日 晴 良 （25京都2）第4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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

55 エアラーテル 牡4栗 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 464＋ 21：53．9 3．9�
44 � シゲルスターキング 牡4鹿 56 藤田 伸二 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America 506± 01：54．11	 3．4�
11 メイショウサリマン 牡5栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 476－ 2 〃 クビ 12．7�
77 ゴールデンアタック 牡5栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 496± 01：54．31
 2．6�
22 エリモフラッシュ 牡4栗 56 川田 将雅山本 慎一氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント 448－ 21：54．61� 7．0�
33 ゴッドフローラ 牝5芦 55 浜中 俊中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 498± 01：54．7
 20．1	
88 � マイネルボンド 牡4青鹿56 和田 竜二 �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 B492－ 61：55．12
 36．2

66 オリエンタルコール 牡6鹿 57 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 450－ 41：55．41� 72．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 24，018，700円 複勝： 35，342，600円 枠連： 発売なし
馬連： 55，933，400円 馬単： 40，766，400円 ワイド： 22，605，500円
3連複： 64，341，700円 3連単： 167，643，100円 計： 410，651，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 220円 �� 570円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 240187 的中 � 49350（3番人気）
複勝票数 計 353426 的中 � 70753（3番人気）� 79347（2番人気）� 29959（5番人気）
馬連票数 計 559334 的中 �� 88378（3番人気）
馬単票数 計 407664 的中 �� 30994（6番人気）
ワイド票数 計 226055 的中 �� 31192（3番人気）�� 8790（9番人気）�� 9770（8番人気）
3連複票数 計 643417 的中 ��� 30084（7番人気）
3連単票数 計1676431 的中 ��� 20466（20番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．5―13．1―13．1―12．5―12．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．5―51．6―1：04．7―1：17．2―1：29．5―1：41．5

コーナー
通過順位

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

2
4
3，5，2，4（1，7）6－8
3－5，4，2（1，7，6）－8

勝馬の
紹 介

エアラーテル �

父 タニノギムレット �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．10 阪神2着

2009．4．28生 牡4栗 母 エアミジェーン 母母 ア リ レ イ ナ 12戦2勝 賞金 25，640，000円
※出走取消馬 オーバーヘッド号（疾病〔左肩跛行〕のため）



04045 2月3日 晴 良 （25京都2）第4日 第9競走 ��
��1，200�

かしはら

橿原ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

33 � ポアゾンブラック 牡4青鹿57 武 幸四郎村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 518－ 81：11．4 10．0�
79 ダッシャーワン 牡5栗 57 浜中 俊芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 500－ 61：11．5	 2．2�
22 � ズ ン ダ モ チ 牡7芦 57 藤田 伸二吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 546＋ 41：11．71
 8．1�
810 コウエイフラッシュ �7鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 484－ 21：11．8� 12．8�
78 シルバーキセキ 牝6黒鹿55 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 458－ 21：11．9	 3．3�
67 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 勝浦 正樹坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 496± 0 〃 クビ 50．8�
66 カフェマーシャル 牡7芦 57 武 豊西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 512－ 21：12．0� 17．5	
55 サマーソング 牝6鹿 55 秋山真一郎セゾンレースホース
 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 2 〃 ハナ 27．8�
11 ムスタングリーダー 牡6芦 57 四位 洋文杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 448＋ 2 〃 ハナ 30．6�
44 ホクトキングダム 牡5青鹿57 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B502＋121：12．21
 54．6
811 フリートアロー 牡4栗 57 国分 恭介矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B494－ 41：12．3	 60．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，778，200円 複勝： 64，244，900円 枠連： 25，189，100円
馬連： 103，421，800円 馬単： 71，632，400円 ワイド： 42，980，800円
3連複： 131，650，100円 3連単： 285，147，200円 計： 763，044，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 260円 � 130円 � 220円 枠 連（3－7） 650円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 690円 �� 900円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 17，570円

票 数

単勝票数 計 387782 的中 � 30728（4番人気）
複勝票数 計 642449 的中 � 50970（5番人気）� 189254（1番人気）� 66226（3番人気）
枠連票数 計 251891 的中 （3－7） 28810（4番人気）
馬連票数 計1034218 的中 �� 59055（3番人気）
馬単票数 計 716324 的中 �� 17858（10番人気）
ワイド票数 計 429808 的中 �� 14948（6番人気）�� 11204（11番人気）�� 30380（2番人気）
3連複票数 計1316501 的中 ��� 38256（7番人気）
3連単票数 計2851472 的中 ��� 11980（46番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ポアゾンブラック �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 チーフベアハート

2009．3．31生 牡4青鹿 母 サンライトチーフ 母母 サンライトコール 4戦1勝 賞金 17，659，000円
地方デビュー 2011．11．22 園田

04046 2月3日 晴 良 （25京都2）第4日 第10競走 ��
��1，400�

いかるが

斑鳩ステークス
発走15時00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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

44 メジャーアスリート 牡4栗 57 浜中 俊�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 508＋ 61：22．0 2．9�

88 ウエストエンド 牡5鹿 57 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B482＋101：22．1� 2．4�

33 クレバーサンデー 牡6鹿 57 武 豊�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 484± 01：22．31� 5．7�
66 メイショウゾウセン 牡5黒鹿57 藤田 伸二松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 468± 01：22．4クビ 31．1�
11 	 オールブランニュー 牝7黒鹿55 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 41：22．5
 8．5	
55 ケンブリッジエル 牡7黒鹿57 幸 英明中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 524＋121：22．6
 18．1

22 	 ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 福永 祐一中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 474＋ 61：22．7クビ 22．4�
77 モ ズ 牡6青 57 国分 恭介�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 490± 01：22．8� 24．2�
89 ハジメレンジャー 牡7鹿 57 高田 潤池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 472－ 61：23．33 86．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，007，300円 複勝： 47，183，600円 枠連： 17，104，900円
馬連： 97，191，200円 馬単： 67，805，200円 ワイド： 35，969，300円
3連複： 111，402，100円 3連単： 311，366，300円 計： 724，029，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 150円 �� 240円 �� 240円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 360073 的中 � 100764（2番人気）
複勝票数 計 471836 的中 � 94238（2番人気）� 163662（1番人気）� 64515（3番人気）
枠連票数 計 171049 的中 （4－8） 44972（1番人気）
馬連票数 計 971912 的中 �� 242548（1番人気）
馬単票数 計 678052 的中 �� 76747（2番人気）
ワイド票数 計 359693 的中 �� 78006（1番人気）�� 32244（3番人気）�� 33000（2番人気）
3連複票数 計1114021 的中 ��� 175961（1番人気）
3連単票数 計3113663 的中 ��� 123206（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．7―47．5―59．3―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．5
3 6－8－7（3，4）（2，9）5，1 4 6，8（3，7）4，2，9（1，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メジャーアスリート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．7．9 中山2着

2009．5．2生 牡4栗 母 スプリンターキャット 母母 My Cherie Amour 14戦3勝 賞金 47，323，000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。

１レース目



04047 2月3日 晴 良 （25京都2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第53回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （NHK賞） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

NHK賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

33 タマモベストプレイ 牡3栗 56 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 492± 01：48．9 8．3�
22 マズルファイヤー 牡3青鹿56 秋山真一郎 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 546－10 〃 クビ 6．2�
77 アドマイヤドバイ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 442－ 21：49．0	 5．1�
11 バッドボーイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 508＋121：49．1
 5．5�
44 クラウンレガーロ 牡3栗 56 幸 英明矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 452－ 41：49．2
 13．1	
89 ラストインパクト 牡3青鹿56 池添 謙一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－121：49．3
 4．3

55 アルムダプタ 牡3栗 56 武 豊﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 492－ 21：49．83 41．4�
66 リグヴェーダ 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 460＋121：49．9
 3．8�

（8頭）
88 インパラトール 牡3鹿 56 川田 将雅榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 前川ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 126，979，400円 複勝： 158，535，300円 枠連： 53，366，800円
馬連： 466，124，800円 馬単： 264，911，700円 ワイド： 124，882，200円
3連複： 487，011，100円 3連単： 1，316，128，200円 計： 2，997，939，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 210円 � 180円 枠 連（2－3） 2，780円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 28，120円

票 数

単勝票数 差引計1269794（返還計 4606） 的中 � 121917（6番人気）
複勝票数 差引計1585353（返還計 3811） 的中 � 167190（6番人気）� 195574（5番人気）� 254765（3番人気）
枠連票数 差引計 533668（返還計 2092） 的中 （2－3） 14173（15番人気）
馬連票数 差引計4661248（返還計 40751） 的中 �� 124239（15番人気）
馬単票数 差引計2649117（返還計 24529） 的中 �� 35520（33番人気）
ワイド票数 差引計1248822（返還計 10714） 的中 �� 38676（15番人気）�� 56860（10番人気）�� 64876（8番人気）
3連複票数 差引計4870111（返還計 78425） 的中 ��� 97165（19番人気）
3連単票数 差引計13161282（返還計193328） 的中 ��� 34552（139番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．2―13．0―12．6―12．2―11．7―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．6―49．6―1：02．2―1：14．4―1：26．1―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモベストプレイ 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．10．20 京都1着

2010．2．28生 牡3栗 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト 4戦3勝 賞金 63，458，000円
〔出走取消〕 インパラトール号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

04048 2月3日 晴 良 （25京都2）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：21．9
1：21．5

重
不良

610 スズカジョンブル 牡4鹿 57 勝浦 正樹永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 456＋ 21：24．4 8．3�
57 ロ ン グ ロ ウ 牡6芦 57 福永 祐一吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 548－ 21：24．61� 1．6�
11 オーミレイライン 牡7鹿 57 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 522＋ 21：24．7	 108．9�
22 ライブリシーラ 牡6栗 57 小牧 太加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 514＋ 61：24．8クビ 120．0�
814
 リバースターリング 牡5栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 472－ 41：24．9	 231．2�
34 ハ ヤ ブ サ 牡4鹿 57 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 466＋ 61：25．11� 11．5�
711 オースミイージー 牡5鹿 57 酒井 学	オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 492＋ 21：25．2� 5．7

69 ダノンプリマドンナ 牝6黒鹿55 荻野 琢真	ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462－ 41：25．41� 92．8�
33 タガノプリンス 牡5鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B470－ 21：25．5クビ 42．4�
45 サカジロゴールド 牡5鹿 57 幸 英明ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 524± 01：25．6� 81．8
58 
 パフォーマンス 牡5栗 57 熊沢 重文野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 516－ 41：25．7� 34．2�
712 ワンダーキラメキ 牡7栗 57 川田 将雅山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B488－ 21：25．8� 15．3�
46 ペガサスヒーロー 牡6鹿 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 2 〃 クビ 36．6�
813 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474± 01：27．410 36．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，393，200円 複勝： 102，538，800円 枠連： 36，993，800円
馬連： 147，326，300円 馬単： 112，182，200円 ワイド： 62，086，500円
3連複： 192，336，400円 3連単： 489，798，100円 計： 1，198，655，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 110円 � 1，180円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 230円 �� 5，050円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 63，760円

票 数

単勝票数 計 553932 的中 � 52859（3番人気）
複勝票数 計1025388 的中 � 109880（2番人気）� 542572（1番人気）� 9707（12番人気）
枠連票数 計 369938 的中 （5－6） 62029（2番人気）
馬連票数 計1473263 的中 �� 227453（1番人気）
馬単票数 計1121822 的中 �� 42335（6番人気）
ワイド票数 計 620865 的中 �� 86079（1番人気）�� 2599（43番人気）�� 6489（18番人気）
3連複票数 計1923364 的中 ��� 13390（34番人気）
3連単票数 計4897981 的中 ��� 5670（168番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．2―12．4―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．7―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカジョンブル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．11．12 京都4着

2009．3．7生 牡4鹿 母 サワヤカスズカ 母母 ダンシングスズカ 16戦3勝 賞金 38，850，000円

４レース目



（25京都2）第4日 2月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 141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

242，360，000円
7，610，000円
1，160，000円
21，730，000円
52，748，000円
3，802，000円
1，353，600円

勝馬投票券売得金
435，472，400円
678，478，800円
212，330，600円
1，186，339，200円
801，108，800円
456，271，100円
1，425，975，300円
3，413，949，600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 8，609，925，800円

総入場人員 21，990名 （有料入場人員 20，107名）
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