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04001 2月1日 晴 稍重 （26京都2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 パーティードレス 牝3栗 54 C．デムーロ 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470－ 21：12．6 7．3�
（伊）

611 ワ デ ィ 牝3栗 54 浜中 俊 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 456± 01：12．7� 1．4�

714 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿54 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 490＋ 61：13．23 13．9�
35 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 D．バルジュー 国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460－ 81：13．3� 11．4�

（伊）

23 カネツスペシャル 牝3鹿 54
53 ☆菱田 裕二�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 460－ 4 〃 アタマ 30．8�
59 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B440± 01：13．62 47．5	
510 シャインプレイン 牝3栗 54 松山 弘平�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 21：13．7クビ 14．9

815 イ イ チ ョ 牝3黒鹿54 岩田 康誠幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 432＋ 21：14．65 21．2�
612 ケイウンヘブンズ 牝3青鹿 54

51 ▲森 一馬鋤元 節夫氏 松永 昌博 日高 新井 昭二 396－ 41：14．7� 404．6�
713 アイズユーニン 牝3栗 54 酒井 学江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 486＋ 2 〃 クビ 142．3
47 シゲルシリベシ 牝3鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 坪 憲章 日高 木村牧場 470－ 61：14．91� 269．5�
48 ケ レ ス 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 432－ 2 〃 アタマ 208．4�
36 ティエスアーク 牝3芦 54

51 ▲原田 敬伍田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 434＋ 41：15．64 590．3�
24 ラ ダ ム ド ー 牝3栗 54 和田 竜二栗山 良子氏 池上 昌弘 日高 新井 昭二 432－ 41：15．92 82．8�
12 サンレイルーニク 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 394－181：16．64 183．4�
816 ウ ー ヴ ァ 牝3芦 54 水口 優也�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 420－ 41：16．91� 432．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，615，400円 複勝： 115，015，800円 枠連： 11，042，000円
馬連： 43，741，700円 馬単： 35，338，900円 ワイド： 26，354，600円
3連複： 74，985，700円 3連単： 133，634，000円 計： 465，728，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 160円 � 100円 � 230円 枠 連（1－6） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 210円 �� 710円 �� 280円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 256154 的中 � 27897（2番人気）
複勝票数 計1150158 的中 � 76182（2番人気）� 868391（1番人気）� 40104（4番人気）
枠連票数 計 110420 的中 （1－6） 18460（1番人気）
馬連票数 計 437417 的中 �� 78707（1番人気）
馬単票数 計 353389 的中 �� 18159（6番人気）
ワイド票数 計 263546 的中 �� 37306（1番人気）�� 7553（9番人気）�� 23437（3番人気）
3連複票数 計 749857 的中 ��� 59621（2番人気）
3連単票数 計1336340 的中 ��� 14518（22番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．0―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パーティードレス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．3．26生 牝3栗 母 グロンシャール 母母 ポールトゥウィン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 テイエムリヴィエラ号の調教師浜田多実雄は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウーヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月1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を表示している。

04002 2月1日 晴 稍重 （26京都2）第1日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25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

611 レデントーレ 牡3黒鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 41：55．9 2．9�

816 スカイゴールド 牡3栗 56 C．デムーロ 橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 468＋ 21：56．53� 8．9�
（伊）

48 リスペクトリス 牝3鹿 54 小林 徹弥北所 直人氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 2 〃 ハナ 9．2�
714 ランドスター 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492＋ 41：56．6� 136．5�
612 シゲルワカサ 牡3黒鹿56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 新ひだか 石川 栄一 460± 0 〃 ハナ 118．2�
36 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56 小牧 太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 454－ 61：57．02� 28．3�
35 ペプチドキングモア 牡3栗 56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 494－12 〃 クビ 4．9	
815 レッドフォース 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二 
東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 462＋ 41：57．1クビ 14．4�
47 ゼンノブローアップ 牡3青鹿56 秋山真一郎大迫久美子氏 飯田 明弘 新冠 村上 欽哉 464－ 41：57．2� 30．7�
59 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿56 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：57．41 80．2
24 	 サウンドシャカラカ 牡3栗 56 川須 栄彦増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm 476＋ 2 〃 ハナ 3．7�
713 フルアヘッド 牡3栗 56 高倉 稜関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 478＋ 61：57．71� 118．5�
23 テイエムスラッガー 牡3栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 440± 01：58．12� 42．7�
510 ナリタレッカー 牡3栗 56 川島 信二
オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 494－ 21：58．95 316．3�
11 バ ム 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 476－ 21：59．53� 310．7�
12 ビッププリマステラ 牝3青鹿54 黒岩 悠鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450± 02：01．4大差 210．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，344，500円 複勝： 36，832，900円 枠連： 11，396，600円
馬連： 41，461，600円 馬単： 29，616，300円 ワイド： 23，427，400円
3連複： 67，131，800円 3連単： 102，430，900円 計： 332，642，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 210円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 430円 �� 280円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 203445 的中 � 57122（1番人気）
複勝票数 計 368329 的中 � 91442（1番人気）� 39865（5番人気）� 42359（4番人気）
枠連票数 計 113966 的中 （6－8） 13907（1番人気）
馬連票数 計 414616 的中 �� 28663（4番人気）
馬単票数 計 296163 的中 �� 11714（6番人気）
ワイド票数 計 234274 的中 �� 13580（4番人気）�� 22982（1番人気）�� 6305（12番人気）
3連複票数 計 671318 的中 ��� 23733（6番人気）
3連単票数 計1024309 的中 ��� 7680（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．8―51．4―1：04．6―1：17．6―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4F51．3―3F38．3
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レデントーレ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danzig デビュー 2013．10．13 京都11着

2011．1．11生 牡3黒鹿 母 トラヴェルチーム 母母 Lady Upstage 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 バム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バム号は，平成26年2月2日から平成26年3月3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〕 ビッププリマステラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月1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 スズカレビン号
※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１日



04003 2月1日 晴 稍重 （26京都2）第1日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55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

12 ウォーターフレアー 牝3黒鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 486 ―1：55．7 8．5�
611 ワーズオデッセイ 牡3鹿 56 �島 良太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 486 ―1：55．8� 63．9�
24 オンワードハンター 牡3鹿 56 秋山真一郎樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 454 ―1：55．9	 47．5�
36 アグネスハピネス 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 448 ―1：56．53	 8．8�
47 マジックホーガン 牡3鹿 56 川須 栄彦�杵臼牧場 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 492 ―1：57．03 12．2�
23 クレイジージョー 牡3黒鹿56 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 494 ―1：57．31� 2．4	
510 ナムラサウザー 牡3鹿 56 太宰 啓介奈村 信重氏 日吉 正和 浦河 谷川牧場 522 ―1：57．4	 126．1

816 フミノオオゾラ 牡3栗 56 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 450 ― 〃 ハナ 27．6�
713 エ ル モ リ ヤ 牡3黒鹿56 浜中 俊国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか 松本牧場 514 ―1：58．03	 3．7�
612 ホ ッ ト ス ル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 B440 ―1：58．1	 93．8
714 トウカイフリート 牡3鹿 56 高倉 稜内村 正則氏 田村 康仁 浦河 松栄牧場 460 ―1：58．41� 64．8�
11 アロハフライデー 牡3栗 56 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 426 ― 〃 クビ 103．9�
35 ベルモントケーティ 牝3黒鹿54 古川 吉洋 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 466 ―1：58．61
 52．8�
48 シ ゲ ル サ ド 牡3芦 56 和田 竜二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新冠 前川 隆範 494 ―1：59．13 16．6�
815 キタノナガレボシ 牡3栗 56 松山 弘平大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 480 ―1：59．73	 83．8�
59 ラストアタック 牡3鹿 56 北村 友一五影 慶則氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 476 ―1：59．91	 20．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，380，100円 複勝： 31，143，100円 枠連： 12，523，700円
馬連： 35，964，200円 馬単： 24，315，200円 ワイド： 20，206，600円
3連複： 53，244，700円 3連単： 76，244，400円 計： 274，022，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 300円 � 1，760円 � 1，300円 枠 連（1－6） 15，330円

馬 連 �� 31，640円 馬 単 �� 53，570円

ワ イ ド �� 7，710円 �� 6，420円 �� 18，070円

3 連 複 ��� 282，700円 3 連 単 ��� 1，082，090円

票 数

単勝票数 計 203801 的中 � 18937（3番人気）
複勝票数 計 311431 的中 � 32057（3番人気）� 4244（12番人気）� 5859（9番人気）
枠連票数 計 125237 的中 （1－6） 603（31番人気）
馬連票数 計 359642 的中 �� 839（59番人気）
馬単票数 計 243152 的中 �� 335（99番人気）
ワイド票数 計 202066 的中 �� 646（59番人気）�� 777（52番人気）�� 274（94番人気）
3連複票数 計 532447 的中 ��� 139（349番人気）
3連単票数 計 762444 的中 ��� 52（1544番人気）

ハロンタイム 12．2―11．8―13．8―13．3―13．1―12．8―12．5―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―37．8―51．1―1：04．2―1：17．0―1：29．5―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターフレアー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2011．5．31生 牝3黒鹿 母 ウォーターパイパー 母母 ピッコロプレイヤー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 トレノカチドキ号・ニホンピログリーン号・ヤマニンボワラクテ号

04004 2月1日 晴 稍重 （26京都2）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走11時25分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

22 エイシンライアン 牡4黒鹿57 岩田 康誠平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468－ 21：25．3 1．5�
47 � サトノユニコーン 牡4鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B474＋ 21：25．4� 4．4�
712 ナリタロック 牡4栗 57 C．デムーロ�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 494＋ 21：25．61 9．9�

（伊）

59 � エイユーラピス 牝5鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 482＋ 41：25．7� 33．3�
815 メイショウムロト 牡5鹿 57 浜中 俊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 480－ 41：25．8� 35．0�
11 ジョーラプター 牡5鹿 57

55 △藤懸 貴志上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム 490＋ 8 〃 アタマ 18．0	

23 ローズミラクル 牡4青鹿57 高倉 稜 
キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：25．9� 60．6�
35 トウカイインパルス 牡4青鹿57 北村 友一内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 532± 0 〃 ハナ 16．0�
814 セフティオリビエト 牡5栗 57 太宰 啓介池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 500± 01：26．32� 104．3
46 サクセスカーチス 牡4鹿 57 松田 大作髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム B468－ 41：26．62 154．1�
34 アジャストメント 牡4鹿 57 松山 弘平山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 496＋221：27．23� 118．1�
713 ミ ニ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 一馬宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 470± 0 〃 ハナ 305．7�
58 ウォーターシュート 牡4鹿 57 小林 徹弥山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 410± 01：27．51� 562．1�
611� エスケイタイガー 牡5黒鹿57 佐藤 友則中島 稔氏 加藤 敬二 日高 日西牧場 452± 0 〃 ハナ 536．4�

（笠松）

610� カシノオーブ 牡4鹿 57 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 474± 0 〃 ハナ 460．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，251，600円 複勝： 124，284，500円 枠連： 12，852，500円
馬連： 45，405，700円 馬単： 41，261，300円 ワイド： 25，711，700円
3連複： 70，709，400円 3連単： 167，848，700円 計： 513，325，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 120円 � 190円 枠 連（2－4） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 130円 �� 260円 �� 400円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，350円

票 数

単勝票数 計 252516 的中 � 141150（1番人気）
複勝票数 計1242845 的中 � 932653（1番人気）� 133068（2番人気）� 45706（3番人気）
枠連票数 計 128525 的中 （2－4） 50529（1番人気）
馬連票数 計 454057 的中 �� 173987（1番人気）
馬単票数 計 412613 的中 �� 116159（1番人気）
ワイド票数 計 257117 的中 �� 76331（1番人気）�� 20306（2番人気）�� 11571（5番人気）
3連複票数 計 707094 的中 ��� 92769（1番人気）
3連単票数 計1678487 的中 ��� 92339（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．1―12．4―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．9―48．3―1：00．5―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンライアン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Xaar デビュー 2013．1．26 京都2着

2010．3．7生 牡4黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 7戦2勝 賞金 24，450，000円
※サクセスカーチス号は，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。



04005 2月1日 晴 良 （26京都2）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15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

713 ウェーブゴールド 牡3黒鹿 56
55 ☆菱田 裕二万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 486－ 42：01．9 3．6�

11 メイショウラリマー 牡3栗 56 国分 優作松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 488＋ 2 〃 ハナ 84．9�
714 ローレルトルネード 牡3栗 56 松山 弘平 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 484± 02：02．21� 6．6�
48 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 402± 0 〃 クビ 10．7�
12 アドマイヤシーマ 牝3鹿 54 C．デムーロ 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 422± 02：02．3クビ 3．3�

（伊）

815 モウイイデショウ 牡3鹿 56
53 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 462± 0 〃 アタマ 30．4	

612 クールジョーカー 牡3黒鹿56 荻野 琢真小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 448± 02：02．4� 23．4

36 ジャストヴィークル 牡3鹿 56 池添 謙一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 7．9�
24 ローレルストーム 牡3青鹿56 藤岡 康太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 488－ 22：02．5� 10．1�
23 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438－ 22：02．81� 24．7
59 スズカシャトル 牡3鹿 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 488＋ 62：03．01	 101．8�
816 アイハヴアドリーム 牡3青 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 530－ 42：03．21	 26．8�
510 ユウキファイター 牡3鹿 56 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 444－ 62：03．52 57．8�
611 カウガールブルース 牝3栗 54

52 △藤懸 貴志吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 468± 02：03．92� 337．2�
35 シ ゲ ル ノ ト 牝3鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 424± 02：04．11� 295．1�
47 テイエムゴージャス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 482－102：04．52� 227．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，898，600円 複勝： 47，524，600円 枠連： 16，593，800円
馬連： 51，084，700円 馬単： 33，017，100円 ワイド： 31，175，400円
3連複： 82，979，600円 3連単： 116，673，500円 計： 403，947，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 1，720円 � 270円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 18，450円 馬 単 �� 25，100円

ワ イ ド �� 4，870円 �� 530円 �� 10，680円

3 連 複 ��� 40，990円 3 連 単 ��� 239，190円

票 数

単勝票数 計 248986 的中 � 55227（2番人気）
複勝票数 計 475246 的中 � 104055（1番人気）� 5259（12番人気）� 46249（4番人気）
枠連票数 計 165938 的中 （1－7） 27766（1番人気）
馬連票数 計 510847 的中 �� 2044（45番人気）
馬単票数 計 330171 的中 �� 971（72番人気）
ワイド票数 計 311754 的中 �� 1507（45番人気）�� 16102（2番人気）�� 681（65番人気）
3連複票数 計 829796 的中 ��� 1494（111番人気）
3連単票数 計1166735 的中 ��� 360（584番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．5―12．7―13．1―12．4―12．1―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．6―48．1―1：00．8―1：13．9―1：26．3―1：38．4―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
16，4（14，15）8，10，3，13（9，12）（7，2）－（1，5）（11，6）
16（4，14）8（10，15）（3，13）（2，12）9（1，5）6，7，11

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

勝馬の
紹 介

ウェーブゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．7．20 函館2着

2011．3．15生 牡3黒鹿 母 ジ ェ リ ク ル 母母 キトゥントリックス 5戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 クールジョーカー号の調教師梅田智之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。
（非抽選馬） 1頭 ファイナルダンサー号
※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。

04006 2月1日 晴 良 （26京都2）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：19．0

良
良

810 ベルルミエール 牝3鹿 54 川島 信二佐々木完二氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 454－ 21：22．6 5．2�
89 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54 武 幸四郎布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434＋ 61：23．02� 5．1�
22 ホッコーサラスター 牝3鹿 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 450－ 41：23．21� 1．8�
55 カシノヒカル 牡3鹿 56 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 454± 01：23．3	 14．2�
11 ナムラアッパー 牡3鹿 56 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 414＋ 21：23．62 8．6�
33 クリノジュロウジン 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 456－ 41：23．7	 252．8�
77 ウィットウォーター 牝3黒鹿54 国分 優作鈴木 康弘氏 武 宏平 むかわ 上水牧場 446＋ 4 〃 アタマ 36．7	
44 ナムラユキヒメ 牝3栗 54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 416－ 21：24．01	 34．8

78 テイエムナデューラ 牝3栗 54 酒井 学竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 432± 01：24．21� 23．5�
66 
 パ ド ド ゥ 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 笹野 博司 新ひだか 元道牧場 432－ 61：25．26 205．7

（笠松） （笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，288，400円 複勝： 43，466，100円 枠連： 13，663，600円
馬連： 45，443，000円 馬単： 36，120，400円 ワイド： 23，741，400円
3連複： 63，835，500円 3連単： 145，625，600円 計： 400，184，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（8－8） 980円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 320円 �� 210円 �� 230円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 5，120円

票 数

単勝票数 計 282884 的中 � 43072（3番人気）
複勝票数 計 434661 的中 � 73480（2番人気）� 65002（3番人気）� 142913（1番人気）
枠連票数 計 136636 的中 （8－8） 10295（4番人気）
馬連票数 計 454430 的中 �� 36764（4番人気）
馬単票数 計 361204 的中 �� 14276（8番人気）
ワイド票数 計 237414 的中 �� 16452（4番人気）�� 31357（1番人気）�� 26285（2番人気）
3連複票数 計 638355 的中 ��� 82174（1番人気）
3連単票数 計1456256 的中 ��� 21024（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．1―12．0―11．9―11．1―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．5―48．5―1：00．4―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．1
3 9（2，10）3（1，7）（5，8）6，4 4 9，10，2（3，7）（1，8）5（6，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベルルミエール �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．28 小倉1着

2011．4．14生 牝3鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 5戦2勝 賞金 18，800，000円
〔制裁〕 ホッコーサラスター号の騎手池添謙一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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。



04007 2月1日 晴 良 （26京都2）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 タイガーシード 牡5黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 512＋ 41：52．3 13．1�
66 サンライズワールド �4栗 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B450－ 21：52．51� 24．4�
77 � サカジロスイセイ 牡5鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 504－ 4 〃 ハナ 5．2�
810 ナリタポセイドン 牡5鹿 57 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 496－ 41：52．6	 6．3�
44 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 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 498－ 2 〃 ハナ 2．4�
89 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 川島 信二ロイヤルパーク 武 宏平 むかわ 安田 幸子 478＋ 2 〃 ハナ 17．9	
55 マンハッタンコード 牡5鹿 57 C．デムーロ 林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：52．81� 4．0


（伊）

22 リッシュレーヴ 牡4鹿 56 北村 友一山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 476－ 81：53．12 34．6�
78 トゥルーフレンド 牡5鹿 57 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 484＋ 21：53．2クビ 43．2�
33 アーセナルゴール 牡6鹿 57 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496± 01：55．2大差 154．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，088，700円 複勝： 44，683，000円 枠連： 12，600，500円
馬連： 53，249，800円 馬単： 37，867，100円 ワイド： 28，191，200円
3連複： 74，509，800円 3連単： 151，296，100円 計： 430，486，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 320円 � 560円 � 200円 枠 連（1－6） 13，910円

馬 連 �� 12，580円 馬 単 �� 27，780円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 1，080円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 17，900円 3 連 単 ��� 166，660円

票 数

単勝票数 計 280887 的中 � 16972（5番人気）
複勝票数 計 446830 的中 � 35122（5番人気）� 17864（7番人気）� 73419（4番人気）
枠連票数 計 126005 的中 （1－6） 669（23番人気）
馬連票数 計 532498 的中 �� 3124（29番人気）
馬単票数 計 378671 的中 �� 1006（55番人気）
ワイド票数 計 281912 的中 �� 2134（28番人気）�� 6630（12番人気）�� 4097（20番人気）
3連複票数 計 745098 的中 ��� 3072（50番人気）
3連単票数 計1512961 的中 ��� 670（329番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―49．3―1：02．1―1：14．9―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイガーシード �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2011．10．2 阪神9着

2009．5．1生 牡5黒鹿 母 アイアンレディ 母母 レデイフツド 24戦3勝 賞金 35，990，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

04008 2月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26京都2）第1日 第8競走 ��3，170�

うしわかまる

牛若丸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，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード3：28．4良・良

811� トウショウデザイア 牡8鹿 60 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 23：34．5 15．5�
78 � アシュヴィン 牡5栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 472－ 23：34．6� 1．7�
55 マンノプロジェクト 牡5鹿 59 北沢 伸也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 494± 03：35．23� 201．9�
79 シゲルキョクチョウ 牡6鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490＋16 〃 クビ 4．7�
22 ハードダダンダン 牡7黒鹿60 森 一馬津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 476＋123：35．62� 7．3�
11 カネスラファール 牡10黒鹿60 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 496＋ 8 〃 アタマ 95．2	
67 オンワードデューク 牝6栗 58 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 464－ 23：36．23� 18．5

810 ビコーピリラニ 牡4栗 58 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 486＋103：36．52 123．9�
33 ビービーラッシュ 牡4芦 58 山本 康志�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 474－103：39．2大差 31．6
44 ツィンクルブーケ 牝6芦 57 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464± 0 （競走中止） 16．8�
66 � エーシンイグアス 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 532＋ 6 （競走中止） 12．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，747，000円 複勝： 45，673，200円 枠連： 17，044，500円
馬連： 54，562，700円 馬単： 42，460，800円 ワイド： 29，467，500円
3連複： 83，641，000円 3連単： 177，371，200円 計： 478，967，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 330円 � 120円 � 1，820円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 660円 �� 15，940円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 60，640円 3 連 単 ��� 341，780円

票 数

単勝票数 計 287470 的中 � 14672（5番人気）
複勝票数 計 456732 的中 � 28284（6番人気）� 161229（1番人気）� 4153（11番人気）
枠連票数 計 170445 的中 （7－8） 14395（4番人気）
馬連票数 計 545627 的中 �� 25047（6番人気）
馬単票数 計 424608 的中 �� 6534（17番人気）
ワイド票数 計 294675 的中 �� 11812（6番人気）�� 435（53番人気）�� 1954（31番人気）
3連複票数 計 836410 的中 ��� 1018（94番人気）
3連単票数 計1773712 的中 ��� 383（441番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 50．6－3F 37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
11，8（5，2）（1，9，6）（7，3）4，10
8，2，11（1，9）5－7－10＝3

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

勝馬の
紹 介

�トウショウデザイア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ

2006．4．29生 牡8鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ 障害：10戦3勝 賞金 55，548，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 エーシンイグアス号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
ツィンクルブーケ号は，2周目5号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。



04009 2月1日 晴 良 （26京都2）第1日 第9競走 ��
��2，400�

ば い か

梅 花 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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

710 ヤマノウィザード 牡3鹿 56 松山 弘平山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 468＋122：26．7 4．5�
22 ワールドインパクト 牡3鹿 56 岩田 康誠有限会社シルク友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502－ 6 〃 クビ 2．2�
69 アドマイヤデウス 牡3栗 56 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472＋ 42：26．8� 9．0�
68 シャンパーニュ 牡3芦 56 D．バルジュー �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 アタマ 12．3�

（伊）

711 グッドスピリッツ �3鹿 56 池添 謙一杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 450± 02：26．9� 8．0�
45 	 オールステイ 牡3鹿 56 松田 大作石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 486－ 42：27．11 85．0	
812 アグネスミニッツ 牡3栗 56 菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 478－ 42：27．95 12．7

56 ハッピーメモリーズ 牡3芦 56 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 474－ 6 〃 クビ 201．1�
813	 デ ィ ル ガ 牝3栗 54 浜中 俊前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 446± 02：28．85 15．4�
57 ゴットロブロイ 牡3栗 56 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 514± 02：28．9クビ 33．2
11 ライアンセンス 牡3鹿 56 小牧 太林 正道氏 松田 国英 洞
湖 レイクヴィラファーム 530＋182：29．96 56．5�
44 ビバワールド 牡3鹿 56 C．デムーロ 窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 500－ 62：32．3大差 23．6�

（伊）

33 � クリスタルレーヴ 牝3芦 54 尾島 徹�ホースケア 笹野 博司 浦河 荻伏服部牧場 498－112：36．8大差 533．2�
（笠松） （笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，804，900円 複勝： 95，742，700円 枠連： 28，742，300円
馬連： 121，384，900円 馬単： 77，481，800円 ワイド： 59，326，900円
3連複： 160，594，000円 3連単： 304，415，300円 計： 907，492，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 120円 � 190円 枠 連（2－7） 310円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 220円 �� 610円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 598049 的中 � 105436（2番人気）
複勝票数 計 957427 的中 � 159132（2番人気）� 293612（1番人気）� 104895（3番人気）
枠連票数 計 287423 的中 （2－7） 68908（1番人気）
馬連票数 計1213849 的中 �� 179898（1番人気）
馬単票数 計 774818 的中 �� 49464（2番人気）
ワイド票数 計 593269 的中 �� 77955（1番人気）�� 20559（7番人気）�� 48301（2番人気）
3連複票数 計1605940 的中 ��� 91952（1番人気）
3連単票数 計3044153 的中 ��� 39695（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．3―12．3―12．7―12．9―13．2―13．2―12．2―12．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．8―35．1―47．4―1：00．1―1：13．0―1：26．2―1：39．4―1：51．6―2：03．7―2：14．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマノウィザード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．12．8 中京1着

2011．5．15生 牡3鹿 母 ランフォザドリーム 母母 ミルフォードスルー 2戦2勝 賞金 17，094，000円
〔制裁〕 ゴットロブロイ号の騎手古川吉洋は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビバワールド号・クリスタルレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月

1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。

04010 2月1日 晴 良 （26京都2）第1日 第10競走 ��
��1，200�

お と く に

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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

66 ルナフォンターナ 牝5栗 55 岩田 康誠 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 470－ 21：08．5 1．5�

89 トキノゲンジ 牡6鹿 57 小牧 太中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 512－ 21：08．6� 13．6�
55 ニコールバローズ 牝5黒鹿55 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 450－ 6 〃 アタマ 8．9�
33 メ ロ ー ト 牡6黒鹿57 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 472＋ 21：08．91	 39．2�
77 ケントヒーロー 牡4栗 57 酒井 学田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 488＋ 41：09．0� 113．3�
44 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 松山 弘平吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468－ 81：09．21
 62．9�
88 エイシンキンチェム 牝5鹿 55 藤岡 康太平井 克彦氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 488－ 4 〃 クビ 7．3	
11 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 482＋ 6 〃 ハナ 7．0

22 スリーアルテミス 牝6鹿 55 C．デムーロ 永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B464－ 41：09．3� 14．3�

（伊）

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，419，700円 複勝： 125，363，100円 枠連： 17，158，400円
馬連： 85，528，500円 馬単： 70，220，900円 ワイド： 41，270，000円
3連複： 116，516，300円 3連単： 327，952，600円 計： 829，429，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 190円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 330円 �� 260円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 454197 的中 � 243797（1番人気）
複勝票数 計1253631 的中 � 769387（1番人気）� 63486（5番人気）� 90017（4番人気）
枠連票数 計 171584 的中 （6－8） 38733（1番人気）
馬連票数 計 855285 的中 �� 82627（4番人気）
馬単票数 計 702209 的中 �� 48504（4番人気）
ワイド票数 計 412700 的中 �� 32138（4番人気）�� 43930（3番人気）�� 8225（15番人気）
3連複票数 計1165163 的中 ��� 56728（8番人気）
3連単票数 計3279526 的中 ��� 45981（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．3―11．0―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．1―35．4―46．4―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．1
3 3，6（1，7）5（2，9）－（4，8） 4 3，6（1，7）5（2，9）（4，8）

勝馬の
紹 介

ルナフォンターナ 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2011．10．9 京都2着

2009．4．22生 牝5栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya 18戦4勝 賞金 55，403，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



04011 2月1日 晴 良 （26京都2）第1日 第11競走 ��
��1，800�

きたやま

北山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 マイネルクロップ 牡4芦 56 C．デムーロ �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 502＋ 21：50．9 1．8�

（伊）

22 ワンダーアシャード 牡5栗 57 浜中 俊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 534± 01：51．53� 6．6�
11 	 バンブーリバプール 牡6青鹿57 D．バルジュー �バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 492± 0 〃 ハナ 6．5�

（伊）

44 ドレミファドン 牡6黒鹿57 松山 弘平千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B498－ 21：51．6
 17．0�
77 シンゼンレンジャー 牡5黒鹿57 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 494－ 41：51．81� 10．8	
66 キングヒーロー 牡5黒鹿57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 508－ 41：52．01� 8．0

89 スターバリオン 牡5芦 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 496＋ 61：52．53 12．2�
810� ワールドブルー 牡8鹿 57 岩田 康誠 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi 506＋ 61：52．71� 97．2�
78 シルクシンフォニー 牝5栗 55 松田 大作有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 456－ 41：53．44 220．2
55 クレバーサンデー 牡7鹿 57 高倉 稜�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 474＋ 21：54．35 256．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 62，320，400円 複勝： 118，594，200円 枠連： 29，618，100円
馬連： 179，050，200円 馬単： 121，196，600円 ワイド： 71，975，900円
3連複： 243，885，400円 3連単： 638，667，900円 計： 1，465，308，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（2－3） 520円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 440円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，000円

票 数

単勝票数 計 623204 的中 � 285912（1番人気）
複勝票数 計1185942 的中 � 515461（1番人気）� 151018（2番人気）� 145659（3番人気）
枠連票数 計 296181 的中 （2－3） 42183（2番人気）
馬連票数 計1790502 的中 �� 251833（2番人気）
馬単票数 計1211966 的中 �� 117550（2番人気）
ワイド票数 計 719759 的中 �� 87378（2番人気）�� 104315（1番人気）�� 33341（6番人気）
3連複票数 計2438854 的中 ��� 299503（1番人気）
3連単票数 計6386679 的中 ��� 235882（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．7―12．7―12．8―12．7―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．6―49．3―1：02．1―1：14．8―1：26．9―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

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4芦 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー 16戦4勝 賞金 81，833，000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。

04012 2月1日 晴 良 （26京都2）第1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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 メイショウゾンビ 牡5鹿 57 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 482－ 41：11．5 9．8�
11 � アースゼウス 牡4栗 57 C．デムーロ �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

504－14 〃 クビ 2．6�
（伊）

23 ゴーインググレート 牡4栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 472－ 21：11．71	 26．7�
612 グランプリブルー 牡5栗 57 浜中 俊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B480－ 21：11．8クビ 4．4�
815
 キクノグラード 牡5栗 57 秋山真一郎菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 486± 01：11．9� 9．8�
510� アスターストーム 牡4鹿 57 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

490± 0 〃 アタマ 10．8	
24 カシノインカローズ 牝5鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 458＋ 81：12．0クビ 11．4

713 サンライズネガノ 牡4芦 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B490＋10 〃 ハナ 30．0�
816 シゲルシゲザネ 牡7鹿 57

55 △藤懸 貴志森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 482± 0 〃 ハナ 161．1�
59 メイショウアキシノ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 442－ 81：12．1� 29．8
48 � ミリアグラシア 牝4栗 55 松田 大作杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 500＋ 61：12．31	 17．9�
12 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474－ 41：12．51� 32．5�
611 シゲルアケビ 牝5鹿 55 藤田 伸二森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 466－ 61：12．81� 19．5�
714 キングブラーボ 牡6黒鹿 57

54 ▲森 一馬村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 522＋ 81：13．43� 317．5�
35 スマートアレンジ 牝4鹿 55 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468－ 81：13．5� 111．0�
36 エスケイティアラ 牝5鹿 55 水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 41：14．77 548．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，966，400円 複勝： 88，492，500円 枠連： 39，571，100円
馬連： 212，696，700円 馬単： 79，140，200円 ワイド： 70，741，200円
3連複： 229，134，500円 3連単： 386，690，700円 計： 1，157，433，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 270円 � 150円 � 510円 枠 連（1－4） 850円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，820円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 58，880円

票 数

単勝票数 計 509664 的中 � 41238（3番人気）
複勝票数 計 884925 的中 � 80312（4番人気）� 211669（1番人気）� 34944（9番人気）
枠連票数 計 395711 的中 （1－4） 34513（3番人気）
馬連票数 計2126967 的中 �� 120287（2番人気）
馬単票数 計 791402 的中 �� 14242（10番人気）
ワイド票数 計 707412 的中 �� 33703（3番人気）�� 5872（42番人気）�� 12898（15番人気）
3連複票数 計2291345 的中 ��� 17101（32番人気）
3連単票数 計3866907 的中 ��� 4847（176番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．0―46．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 1，13－（7，10）（3，8）－12（2，15）16（9，14）－11－4，6，5 4 1，13－（7，10）（3，8）（15，12）（2，16）9，14－11－4－5－6

勝馬の
紹 介

メイショウゾンビ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー 2011．12．17 阪神8着

2009．3．8生 牡5鹿 母 デヴィルインフライト 母母 Silver in Flight 18戦4勝 賞金 36，140，000円
〔制裁〕 メイショウアキシノ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 3頭 アクアブルーウェイ号・ヴェアリアスムーン号・シゲルオウシザ号
※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。



（26京都2）第1日 2月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 158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

211，140，000円
6，340，000円
1，380，000円
19，350，000円
61，173，750円
4，748，200円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
420，125，700円
916，815，700円
222，807，100円
969，573，700円
628，036，600円
451，589，800円
1，321，167，700円
2，728，850，900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 7，658，967，200円

総入場人員 14，608名 （有料入場人員 12，934名）
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