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04025 2月8日 雨 重 （26京都2）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分（番組第3競走を順序変更） （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

811 デ モ ニ オ 牡3青 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：51．8 3．0�
33 ナンヨーマーク 牡3青鹿56 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 516± 01：52．22� 3．4�
55 シーサイドバウンド 牡3芦 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 41：52．41� 3．2�
56 ショウナンガッチャ 牡3栗 56 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 476＋ 41：52．72 11．6�
68 タマモセナター 牡3栗 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478＋141：53．44 31．9	
67 マイネルエアダクス 牡3芦 56 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 510－10 〃 ハナ 7．2

（伊）

812 アグレッシブダリア 牡3鹿 56 熊沢 重文松本 肇氏 大橋 勇樹 新ひだか タガミファーム 484－ 21：54．14 67．1�
22 ネクストロード 牡3栗 56

53 ▲森 一馬長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 482＋ 21：54．52� 185．1�
44 ダンツゴールド 牡3鹿 56 上村 洋行山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 2 〃 クビ 68．8
710 スズカレビン 牡3鹿 56 小林 徹弥永井 啓弍氏 藤岡 範士 洞�湖 レイクヴィラファーム 470± 01：55．24 169．6�
11 クイズリングテラス 牝3鹿 54 国分 優作要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 436－ 41：55．62� 129．3�
79 セントーレア 牝3黒鹿54 川島 信二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428± 01：55．7� 159．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，446，300円 複勝： 37，778，900円 枠連： 8，816，200円
馬連： 41，391，000円 馬単： 29，353，200円 ワイド： 21，769，200円
3連複： 61，341，600円 3連単： 117，935，700円 計： 340，832，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（3－8） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 210円 �� 200円 �� 240円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 224463 的中 � 60070（1番人気）
複勝票数 計 377789 的中 � 89520（2番人気）� 94540（1番人気）� 68504（3番人気）
枠連票数 計 88162 的中 （3－8） 12856（3番人気）
馬連票数 計 413910 的中 �� 58179（2番人気）
馬単票数 計 293532 的中 �� 22817（3番人気）
ワイド票数 計 217692 的中 �� 26832（2番人気）�� 28747（1番人気）�� 21936（3番人気）
3連複票数 計 613416 的中 ��� 90336（1番人気）
3連単票数 計1179357 的中 ��� 32495（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．7―12．8―12．7―12．7―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．5―49．3―1：02．0―1：14．7―1：26．9―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

デ モ ニ オ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．1．6 京都2着

2011．1．29生 牡3青 母 シーザバッドガール 母母 Adversity 3戦1勝 賞金 8，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00分に変更。
※ネクストロード号は，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。

04026 2月8日 雨 重 （26京都2）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

714 サウンドカール 牡3青鹿56 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 460± 01：11．5 5．8�
713 ホワイトクリスマス 牡3芦 56 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 新冠 赤石 久夫 490－ 61：11．71� 39．0�
48 ミキノグランプリ 牡3栗 56 国分 恭介谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 434± 01：12．02 13．9�
36 サマーパーティ 牡3鹿 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋141：12．42� 23．7�
24 センティグレード 牡3青鹿56 上村 洋行 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 0 〃 アタマ 9．1�
815 ヘリオドール 牝3青鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 21：12．5� 4．1	
12 テイエムロカビリー 牡3芦 56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 476－ 21：12．71 10．8

59 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 470± 0 〃 クビ 5．4�
510 タマモグラッセ 牝3栗 54 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 424＋ 61：13．01� 35．7�
23 エンジェルミディ 牝3栗 54 C．デムーロ �G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 506＋201：13．63� 4．0

（伊）

47 ディアベビードール 牝3鹿 54 小牧 太ディアレスト 福島 信晴 浦河 南部 功 458＋ 21：13．81� 174．4�
11 アリュージョン 牝3鹿 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：13．9クビ 42．8�
35 シゲルシンシュウ 牡3青 56 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 456± 01：14．32� 284．9�
611 テイエムハヤカゼ 牡3栗 56 秋山真一郎竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 490－ 21：15．36 275．2�

（14頭）
612 テイエムファラオ 牡3栗 56 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 460－12 （競走除外）

816 クリノサプライズ 牡3芦 56 熊沢 重文栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 永村 侑 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，678，200円 複勝： 45，119，500円 枠連： 12，637，400円
馬連： 49，218，700円 馬単： 28，796，000円 ワイド： 26，751，800円
3連複： 71，240，200円 3連単： 104，429，000円 計： 361，870，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 1，070円 � 330円 枠 連（7－7） 16，630円

馬 連 �� 13，920円 馬 単 �� 20，300円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，130円 �� 5，750円

3 連 複 ��� 36，800円 3 連 単 ��� 172，030円

票 数

単勝票数 差引計 236782（返還計 1298） 的中 � 32391（4番人気）
複勝票数 差引計 451195（返還計 3541） 的中 � 63759（4番人気）� 9257（10番人気）� 36547（6番人気）
枠連票数 差引計 126374（返還計 108） 的中 （7－7） 561（29番人気）
馬連票数 差引計 492187（返還計 9627） 的中 �� 2611（36番人気）
馬単票数 差引計 287960（返還計 6260） 的中 �� 1047（61番人気）
ワイド票数 差引計 267518（返還計 7084） 的中 �� 1872（34番人気）�� 6027（17番人気）�� 1122（43番人気）
3連複票数 差引計 712402（返還計 33774） 的中 ��� 1429（93番人気）
3連単票数 差引計1044290（返還計 44926） 的中 ��� 448（460番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドカール �
�
父 ザ ー ル �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．9．7 阪神4着

2011．3．19生 牡3青鹿 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 8戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
〔出走取消〕 クリノサプライズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走除外〕 テイエムファラオ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 エンジェルミディ号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔暴れる〕。

ヘリオドール号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サージェントペパー号
（非抽選馬） 2頭 ダイメイリシャール号・ランズデール号
※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。

第２回 京都競馬 第３日



04027 2月8日 雨 重 （26京都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（番組第1競走を順序変更） （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

510 マトリョーシカ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490－121：52．8 3．3�
48 パンズラビリンス 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 クビ 9．4�

（伊）

24 エンプレスペスカ 牝3青鹿54 福永 祐一山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458－181：53．65 4．5�
713 ブロンクスシルバー 牝3芦 54 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 ハナ 14．4�
714 ダンシングバトー 牝3芦 54 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B456± 0 〃 クビ 42．8�
59 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 一馬栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 430－ 81：53．81� 202．4	
11 エヴォリューション 牝3鹿 54 小牧 太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466－ 41：54．65 10．4

612 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 水口 優也�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 41：54．7� 61．8�
36 スズカローラー 牝3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450± 01：54．8クビ 8．5
816 スプリングシラー 牝3黒鹿54 上村 洋行加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 410－ 21：55．22� 318．7�
611 ニホンピロレディー 牝3黒鹿54 秋山真一郎小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 444± 01：55．73 18．3�
35 アルプサロン 牝3栗 54 四位 洋文鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 460－ 21：55．8クビ 56．5�
815 ルールビクトリア 牝3栗 54 川島 信二儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 464－ 21：56．75 4．8�
23 ツルミユニコーン 牝3鹿 54 和田 竜二�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 468＋ 21：56．8クビ 158．8�
12 キラキラトーア 牝3栗 54 小林 徹弥高山ランド� 南井 克巳 豊浦トーア牧場 432－201：57．54 254．4�
47 テイエムヤマネコ 牝3青鹿54 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 430－ 41：58．03 312．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，978，900円 複勝： 44，481，800円 枠連： 11，468，900円
馬連： 49，638，400円 馬単： 28，970，900円 ワイド： 26，322，900円
3連複： 71，318，000円 3連単： 108，275，000円 計： 364，454，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 260円 � 160円 枠 連（4－5） 1，810円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 600円 �� 320円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 13，090円

票 数

単勝票数 計 239789 的中 � 58034（1番人気）
複勝票数 計 444818 的中 � 90750（1番人気）� 36775（6番人気）� 78265（2番人気）
枠連票数 計 114689 的中 （4－5） 4696（6番人気）
馬連票数 計 496384 的中 �� 19074（7番人気）
馬単票数 計 289709 的中 �� 6978（8番人気）
ワイド票数 計 263229 的中 �� 10456（5番人気）�� 22215（1番人気）�� 9577（8番人気）
3連複票数 計 713180 的中 ��� 22577（3番人気）
3連単票数 計1082750 的中 ��� 6108（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．1―12．5―12．3―12．3―12．7―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．8―49．3―1：01．6―1：13．9―1：26．6―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マトリョーシカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．1．13 京都4着

2011．2．18生 牝3黒鹿 母 アイスドール 母母 ビスクドール 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヤマネコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月8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。

競 走 の 中 止 第4競走 �� 2，910�サラブレッド系障害4歳以上
（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

11 シゲルヘビザ 牡4黒鹿59 小坂 忠士 森中 蕃氏 鈴木 孝志
22 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 59 平沢 健治 谷水 雄三氏 松田 国英
33 メイショウムシャ 牡4黒鹿57 ▲ 森 一馬 松本 好雄氏 安達 昭夫
34 ニライジンク 牡5栗 60 熊沢 重文 �フォーレスト 池添 兼雄
45�クリノロッキー 牡4栗 59 草野 太郎 栗本 博晴氏 高橋 義博
46 クリノメダリスト 牝8栗 58 大江原 圭 栗本 博晴氏 高橋 義博
57 キクノレジーナ 牝6青 58 植野 貴也 菊池 五郎氏 佐藤 正雄
58 アンジェロフォーグ 牡5黒鹿60 難波 剛健 北所 直人氏 目野 哲也
69 アマノレインジャー 牡6栗 60 高田 潤 中村 孝氏 湯窪 幸雄
610�キャッツインブーツ 牡9栗 60 白浜 雄造 山本 英俊氏 庄野 靖志
711 トキノフウジン 牡7黒鹿60 西谷 誠 田中 準市氏 昆 貢
712 ティアサンシャイン 牝4青鹿57 蓑島 靖典 岩崎 銀一氏 谷原 義明
813 アサクサライジン 牡4栗 59 田村 太雅 田原 慶子氏 武 宏平
814 エイシンオスマン 牡6鹿 60 黒岩 悠 �栄進堂 坂口 正則

※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 スリーマーゴーン号

特 記 事 項
第 2回京都競馬第 3日は，雪の影響により，第 4競走を中止し，発走時刻を変更のうえ施行した。

追 加 記 事（第 2回京都競馬第 1日第 2競走）
〔その他〕　　ビッププリマステラ号は，競走中に疾病〔左第 3手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



04028 2月8日 雨 稍重 （26京都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）
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

12 シンゼンタイガ 牡3栗 56 武 幸四郎原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 492＋ 21：36．9 8．3�
510 イ ダ ス 牡3栗 56 川島 信二杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 B486＋ 61：37．32� 53．3�
47 メイショウワッフル 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 462－101：37．51� 8．3�
35 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：37．6	 11．9�
11 ヒデノヒロイン 牝3芦 54 国分 優作大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 424± 0 〃 アタマ 22．6�
36 トウカイメール 牝3青鹿54 上村 洋行内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 414＋ 61：37．7クビ 177．0�
714 スカイライン 牡3青鹿56 福永 祐一窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 468± 01：37．8� 4．2	
816 ウエスタンマンデラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 
ウエスタンファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442－20 〃 クビ 35．1�
611 ハギノフェリス 牝3鹿 54 川田 将雅安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 406＋ 21：38．01� 20．1�
815 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿56 C．デムーロ サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：38．1� 4．2�

（伊）

612 ビ ー ス テ ィ 牡3栗 56 秋山真一郎小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 472－ 61：38．2	 283．0�
23 ビオラフォーエバー 牡3栗 56 国分 恭介熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：38．3� 9．6�
48 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 56 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 472－ 81：38．51� 6．7�
59 タガノクルクス 牝3栗 54 四位 洋文八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 81：38．81	 56．1�
24 ニシノソラカラ 牡3黒鹿56 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 532＋221：39．01� 77．5�
713 ジョーエクスカリバ 牡3鹿 56 小牧 太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 500＋ 61：39．32 39．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，341，600円 複勝： 45，175，300円 枠連： 14，983，300円
馬連： 50，540，600円 馬単： 27，100，100円 ワイド： 27，942，500円
3連複： 72，471，500円 3連単： 100，913，600円 計： 363，468，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 370円 � 1，210円 � 250円 枠 連（1－5） 6，260円

馬 連 �� 27，470円 馬 単 �� 53，770円

ワ イ ド �� 8，170円 �� 1，040円 �� 5，840円

3 連 複 ��� 65，310円 3 連 単 ��� 435，530円

票 数

単勝票数 計 243416 的中 � 23388（4番人気）
複勝票数 計 451753 的中 � 32602（7番人気）� 8416（11番人気）� 55005（4番人気）
枠連票数 計 149833 的中 （1－5） 1769（23番人気）
馬連票数 計 505406 的中 �� 1358（66番人気）
馬単票数 計 271001 的中 �� 372（128番人気）
ワイド票数 計 279425 的中 �� 822（69番人気）�� 6952（11番人気）�� 1155（56番人気）
3連複票数 計 724715 的中 ��� 819（173番人気）
3連単票数 計1009136 的中 ��� 171（1070番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．2―48．6―1：00．8―1：12．7―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンゼンタイガ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．6 中京9着

2011．1．15生 牡3栗 母 ルスナイオブカラー 母母 フジノキャラット 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時30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。

04029 2月8日 雨 稍重 （26京都2）第3日 第6競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

815 ダイシンサンダー 牡3鹿 56 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 476 ―2：06．8 3．7�
22 メドウラーク 牡3鹿 56 小牧 太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508 ―2：06．9� 4．5�
712 キングランベリ 牡3鹿 56 藤田 伸二村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 510 ―2：07．22 95．7�
610 ロードプライド 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 506 ― 〃 ハナ 4．2�
46 ストロングバルドル 牡3鹿 56 四位 洋文村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468 ―2：07．41� 27．0�
47 アガスティア 牡3黒鹿56 和田 竜二 	サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム 530 ―2：07．61� 20．8

11 アレクサンドル 牡3鹿 56 C．デムーロ 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 ハナ 8．6�

（伊）

814 シュテルングランツ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488 ―2：07．7� 5．4�
713 ダンツマンゴー 牝3栗 54 国分 恭介山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 滝本 健二 442 ―2：07．8クビ 59．7
35 スマートグリフィン 牡3青 56 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠 ムラカミファーム 470 ―2：08．33 26．0�
611 ローレルゼフィーロ 牡3鹿 56 川島 信二 �ローレルレーシング 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 436 ― 〃 同着 125．3�
59 リーブイットゥミー 牝3黒鹿54 池添 謙一鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 436 ―2：08．4� 157．1�
23 トーアコシタンタン 牡3栗 56

53 ▲森 一馬高山ランド� 松永 昌博 豊浦トーア牧場 448 ―2：08．61� 198．6�
58 ソルシエシチー 牡3栗 56 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 440 ―2：08．81� 36．1�
34 ファーマキャリー 牝3鹿 54 秋山真一郎中西 功氏 加藤 敬二 新冠 新冠橋本牧場 428 ―2：09．11� 37．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，503，700円 複勝： 41，447，700円 枠連： 14，987，400円
馬連： 44，812，300円 馬単： 26，449，800円 ワイド： 22，125，000円
3連複： 61，817，900円 3連単： 91，660，000円 計： 329，803，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 180円 � 1，470円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 420円 �� 5，050円 �� 4，840円

3 連 複 ��� 26，240円 3 連 単 ��� 73，370円

票 数

単勝票数 計 265037 的中 � 57314（1番人気）
複勝票数 計 414477 的中 � 82791（1番人気）� 71870（2番人気）� 5019（11番人気）
枠連票数 計 149874 的中 （2－8） 20274（2番人気）
馬連票数 計 448123 的中 �� 32491（2番人気）
馬単票数 計 264498 的中 �� 10983（2番人気）
ワイド票数 計 221250 的中 �� 14898（1番人気）�� 1010（46番人気）�� 1056（44番人気）
3連複票数 計 618179 的中 ��� 1739（65番人気）
3連単票数 計 916600 的中 ��� 922（211番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．7―13．8―12．5―13．1―12．7―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．0―38．7―52．5―1：05．0―1：18．1―1：30．8―1：42．9―1：54．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイシンサンダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2011．3．17生 牡3鹿 母 イチゴイチエ 母母 アイチェックユー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時00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。



04030 2月8日 雨 重 （26京都2）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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

34 アドマイヤシェル 牡4栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 520± 01：23．1 3．9�
11 メイショウアイアン 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 藤沢牧場 508＋ 4 〃 クビ 16．7�
713 サダムコーテイ 牡4鹿 57 C．デムーロ 大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：23．2� 3．5�
（伊）

58 トランザムスター 牡4鹿 57 武 豊 �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 B562± 01：23．3クビ 3．3�

59 � キクノセントロ 牡4栗 57 福永 祐一菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 468＋ 2 〃 クビ 9．7�
23 ナムラケンシロウ 牡4栃栗57 国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 454－ 41：23．51� 63．6	
611 サンクフルネス 牡5青 57 岩田 康誠小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 466＋ 2 〃 アタマ 10．5

35 トウショウタイド 牡4鹿 57 国分 優作トウショウ産業� 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 574＋ 4 〃 ハナ 39．4�
712 ミッキーアップル 牝4鹿 55 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 476－ 21：24．13� 40．1
610 ストリートハンター 牡5鹿 57 小牧 太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B528± 01：24．2クビ 31．3�
815 セトノプロミス 牡4鹿 57 和田 竜二難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 502＋301：24．41� 140．6�
47 モ ン モ ン 牡4鹿 57 上村 洋行小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 480－ 4 〃 ハナ 260．1�
46 ニホンピロマイティ 牡4黒鹿57 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 472＋241：24．61� 84．4�
22 � バンブーバッジョ 牡4栗 57

54 ▲森 一馬�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 566－ 21：25．23� 235．5�
814 ディレットリーチェ 牝4栗 55 浜中 俊飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B504＋ 21：25．41� 42．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，627，200円 複勝： 52，081，400円 枠連： 15，977，200円
馬連： 62，714，000円 馬単： 34，347，500円 ワイド： 34，133，000円
3連複： 90，273，300円 3連単： 143，011，100円 計： 459，164，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 380円 � 140円 枠 連（1－3） 3，160円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 310円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 24，870円

票 数

単勝票数 計 266272 的中 � 55156（3番人気）
複勝票数 計 520814 的中 � 110636（2番人気）� 25091（6番人気）� 115120（1番人気）
枠連票数 計 159772 的中 （1－3） 3743（10番人気）
馬連票数 計 627140 的中 �� 14499（12番人気）
馬単票数 計 343475 的中 �� 4937（19番人気）
ワイド票数 計 341330 的中 �� 6852（12番人気）�� 31967（3番人気）�� 7796（10番人気）
3連複票数 計 902733 的中 ��� 18645（9番人気）
3連単票数 計1430111 的中 ��� 4245（69番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．7―11．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―46．0―57．8―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤシェル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．2．23 阪神1着

2010．2．22生 牡4栗 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat 6戦2勝 賞金 18，320，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時31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。

04031 2月8日 雨 重 （26京都2）第3日 第8競走 ��
��1，200�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 7，500，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

813 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478－ 61：10．6 3．0�
46 コ ラ ン ダ ム 牡5栗 57 岩田 康誠山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 504＋ 4 〃 ハナ 2．8�
34 アスターサンダー 牡5栗 57 福永 祐一加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 520－101：11．23� 8．6�
711 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 520－ 21：11．41	 7．8�
45 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 500＋ 2 〃 クビ 20．5	
11 テイエムチャンス 牡5黒鹿57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 482± 01：11．5クビ 43．9

610
� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 480＋ 2 〃 アタマ 164．8�
58 
 クルージンミジー 牝5芦 55 和田 竜二吉田 和美氏 吉田 直弘 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

502－ 21：11．6� 28．9�
22 ジョウショーキング 牡5青鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 B484± 01：11．81	 20．5
33 � エルウェーオージャ �6青 57 浜中 俊雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 494± 01：12．01 18．5�
57 ビップセレブアイ 牡6青鹿57 C．デムーロ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 486± 0 〃 クビ 11．2�

（伊）

814� ストリートワイズ 牡5青 57 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 21：12．53 222．7�

712 トゥルーピース 牝4栗 55 国分 優作小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 484＋181：12．71	 415．9�
69 � ワンダージョイア 牡5黒鹿57 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 えりも 能登 浩 450＋141：13．02 731．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，081，800円 複勝： 53，054，700円 枠連： 15，163，300円
馬連： 69，584，000円 馬単： 40，139，100円 ワイド： 33，173，600円
3連複： 95，104，400円 3連単： 156，011，500円 計： 493，312，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 130円 � 200円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 260円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計 310818 的中 � 84436（2番人気）
複勝票数 計 530547 的中 � 94479（2番人気）� 131436（1番人気）� 56973（4番人気）
枠連票数 計 151633 的中 （4－8） 25904（1番人気）
馬連票数 計 695840 的中 �� 94654（1番人気）
馬単票数 計 401391 的中 �� 31200（1番人気）
ワイド票数 計 331736 的中 �� 36415（1番人気）�� 13688（6番人気）�� 19409（3番人気）
3連複票数 計 951044 的中 ��� 47934（1番人気）
3連単票数 計1560115 的中 ��� 21439（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．8―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルベーゼドランジェ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Ogygian デビュー 2013．5．18 京都11着

2010．3．22生 牝4鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck 3戦2勝 賞金 12，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 エルウェーオージャ号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：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。



04032 2月8日 雨 重 （26京都2）第3日 第9競走 ��
��1，400�

う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．2．2以降26．2．2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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

34 タガノグーフォ �5黒鹿54 C．デムーロ 八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 482± 01：21．9 8．0�
（伊）

713 マ カ ハ 牡5鹿 56 武 豊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B468＋ 41：22．11� 2．8�
815 ヒルノクオリア 牡4鹿 54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 472＋ 8 〃 ハナ 30．7�
58 ブルーハーツクライ 牡5栗 56 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 502－ 41：22．42 20．1�
23 ゴールドベル 牡5黒鹿55 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 484＋ 21：22．5クビ 22．7�
712 マイファーストラヴ 牝8青鹿52 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456＋ 21：22．6� 189．3	
611 マイティースコール 牡6栗 54 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 52．1

11 エーシンマイェスタ 牡4黒鹿56 秋山真一郎�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 532＋101：22．7クビ 5．1�
59 マンドレイク 牡4黒鹿54 森 一馬�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 492＋ 21：22．8� 30．1
47 タガノハピネス 牝4鹿 53 国分 恭介八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 41：22．9クビ 96．8�
814 オーキッドレイ 牝4鹿 53 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 ハナ 11．3�
46 ヒシガーネット 牝4青鹿54 浜中 俊阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 454－ 41：23．0クビ 5．3�
610 トーワフォーエバー 牝4芦 52 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 458＋ 2 〃 アタマ 42．6�
35 ダンツミュータント 牡5青鹿57 和田 竜二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 450＋121：23．63� 15．0�
22 シンコープリンス 牡7青鹿54 高田 潤豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 464＋ 21：23．7クビ 98．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，929，400円 複勝： 67，015，400円 枠連： 23，528，100円
馬連： 99，539，100円 馬単： 52，559，900円 ワイド： 47，156，700円
3連複： 138，887，500円 3連単： 221，350，400円 計： 689，966，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 140円 � 570円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 540円 �� 3，640円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 15，430円 3 連 単 ��� 83，990円

票 数

単勝票数 計 399294 的中 � 39627（4番人気）
複勝票数 計 670154 的中 � 61251（4番人気）� 173726（1番人気）� 22764（9番人気）
枠連票数 計 235281 的中 （3－7） 22588（3番人気）
馬連票数 計 995391 的中 �� 56363（3番人気）
馬単票数 計 525599 的中 �� 11241（10番人気）
ワイド票数 計 471567 的中 �� 23405（3番人気）�� 3022（43番人気）�� 7089（19番人気）
3連複票数 計1388875 的中 ��� 6647（47番人気）
3連単票数 計2213504 的中 ��� 1945（245番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．4―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―45．8―57．8―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（2，6）－5（1，8）－（4，9）13（3，11）－（7，15）（10，12）－14 4 ・（2，6）－5（1，8）4，9（3，13）11（7，15）（10，12）14

勝馬の
紹 介

タガノグーフォ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．22 京都1着

2009．4．17生 �5黒鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング 21戦4勝 賞金 37，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時35分に変更。
〔制裁〕 ヒルノクオリア号の騎手四位洋文は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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。

04033 2月8日 曇 重 （26京都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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

812 シャイニーガール 牝3鹿 54 秋山真一郎小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 460－ 41：37．7 15．7�
33 ショウナンパンドラ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 41：38．01� 2．9�
79 チョコレートバイン 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 432－ 41：38．31� 4．1�
55 マラムデール 牝3栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 430± 01：38．4� 5．7�
22 レッドオーラム 牝3鹿 54 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464－ 21：38．61	 14．8	
710 シードオブハピネス 牝3黒鹿54 池添 謙一�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 ハナ 15．1

56 リアルヴィーナス 牝3鹿 54 福永 祐一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 448＋ 21：38．7クビ 6．4�
811 ニシノミチシルベ 牝3鹿 54 C．デムーロ 西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 452－20 〃 クビ 10．7�

（伊）

44 ラ グ タ イ ム 牝3鹿 54 川田 将雅小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 420＋ 21：38．8クビ 81．2
11 ケープオブホープ 牝3黒鹿54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 榊原 敏明 424＋ 21：39．12 100．8�
68 ワンダーハイーニャ 牝3鹿 54 国分 優作山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 448－ 41：39．42 59．9�

（11頭）
67 タガノアップ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 63，331，800円 複勝： 102，812，100円 枠連： 28，571，000円
馬連： 146，950，200円 馬単： 78，081，600円 ワイド： 61，308，100円
3連複： 184，662，400円 3連単： 353，494，000円 計： 1，019，211，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 320円 � 130円 � 170円 枠 連（3－8） 930円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，260円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 40，730円

票 数

単勝票数 計 633318 的中 � 31859（8番人気）
複勝票数 計1028121 的中 � 61673（8番人気）� 270687（1番人気）� 160241（2番人気）
枠連票数 計 285710 的中 （3－8） 22800（5番人気）
馬連票数 計1469502 的中 �� 42868（11番人気）
馬単票数 計 780816 的中 �� 8145（33番人気）
ワイド票数 計 613081 的中 �� 16946（12番人気）�� 10880（22番人気）�� 62266（1番人気）
3連複票数 計1846624 的中 ��� 32583（15番人気）
3連単票数 計3534940 的中 ��� 6406（158番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．8―12．7―12．5―12．2―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．7―50．4―1：02．9―1：15．1―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーガール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．11．10 京都1着

2011．4．28生 牝3鹿 母 ブライティアガール 母母 ディクターガール 4戦2勝 賞金 31，131，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時10分に変更。
〔出走取消〕 タガノアップ号は，疾病〔右前球節炎〕のため出走取消。
※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。



04034 2月8日 曇 重 （26京都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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

59 	 ベストウォーリア 牡4栗 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 510＋ 21：21．7レコード 2．4�

611 ウォータールルド 牡6黒鹿57 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496＋101：21．91
 8．3�
47 タイセイファントム 牡6鹿 56 国分 優作田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 468＋121：22．0� 155．9�
23 ワイドバッハ 牡5鹿 56 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 490± 01：22．21 10．1�
510	 ファリダット 牡9青鹿57 小牧 太前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 484± 01：22．41� 73．0�
48 	 オセアニアボス 牡9青鹿57 熊沢 重文�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B500＋ 21：22．5クビ 33．0	
816 ネオザウイナー 牡6青鹿56 福永 祐一小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 21：22．6
 51．9

12 ナリタスプリング 牡7青鹿56 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 508－ 2 〃 クビ 141．5�
714 メイケイペガスター 牡4青 56 藤田 伸二名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 21：22．7クビ 8．0�
24 ガ ン ジ ス 牡5栗 56 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B514＋ 2 〃 ハナ 4．8
36 トウショウカズン 牡7鹿 57 和田 竜二トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534± 01：22．8� 16．7�
11 ロイヤルクレスト 牡6栃栗56 川島 信二�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 516－101：22．9クビ 15．3�
612 ジョヴァンニ 牡5栗 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 6 〃 クビ 23．7�
713	 カネトシイナーシャ 牡6黒鹿56 池添 謙一兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 486－ 41：23．11
 205．7�
35 	 エーシンウェズン 牡7鹿 58 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter 536＋13 （競走中止） 26．5�
（15頭）

815 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 56 小林 徹弥ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 86，234，000円 複勝： 158，267，100円 枠連： 56，851，400円
馬連： 279，651，000円 馬単： 138，661，700円 ワイド： 124，357，600円
3連複： 421，943，600円 3連単： 717，328，300円 計： 1，983，294，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 240円 � 1，980円 枠 連（5－6） 750円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，820円 �� 8，600円

3 連 複 ��� 24，830円 3 連 単 ��� 74，180円

票 数

単勝票数 計 862340 的中 � 286550（1番人気）
複勝票数 計1582671 的中 � 451092（1番人気）� 163085（3番人気）� 13768（14番人気）
枠連票数 計 568514 的中 （5－6） 56047（2番人気）
馬連票数 計2796510 的中 �� 236453（2番人気）
馬単票数 計1386617 的中 �� 79978（2番人気）
ワイド票数 計1243576 的中 �� 87496（2番人気）�� 5955（50番人気）�� 3309（71番人気）
3連複票数 計4219436 的中 ��� 12542（78番人気）
3連単票数 計7173283 的中 ��� 7137（223番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．8―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―46．3―57．9―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ベストウォーリア �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2012．11．10 京都1着

2010．3．7生 牡4栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 7戦4勝 賞金 81，469，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時45分に変更。
〔出走取消〕 ニンジャ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ウォータールルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 エーシンウェズン号は，競走中に疾病〔右中手骨粉砕骨折〕を発症し，3コーナー手前で転倒したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウォータールルド号は，平成26年2月9日から平成26年3月2日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キョウワダッフィー号・ナイトフッド号
（非抽選馬）23頭 インペリアルマーチ号・ヴァンヌーヴォー号・キョウワマグナム号・コレクターアイテム号・サウンドアクシス号・

サクラシャイニー号・サトノプリンシパル号・サワノパンサー号・スイートジュエリー号・スタッドジェルラン号・
スプラッシュエンド号・セイカプリコーン号・ソロル号・ダノンスパシーバ号・ダブルスター号・
デュアルスウォード号・トキノエクセレント号・ナガラオリオン号・ヒラボクキング号・マイネルバイカ号・
マルカプレジオ号・メイショウエバモア号・メイショウタメトモ号

04035 2月8日 曇 重 （26京都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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ウエスタンオウジ 牡4鹿 56 国分 優作西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 484＋ 21：50．0 31．2�
22 ウインアルザス 牡4鹿 56 C．デムーロ�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 504－ 21：50．21� 6．1�

（伊）

33 ミッキースマホ 牡4栗 56 福永 祐一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 472－ 21：50．3� 4．0�
711 リーゼントブルース 牡5芦 57 岩田 康誠三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B484＋ 21：50．4� 12．9�
45 ブルータンザナイト 牡5青鹿57 熊沢 重文桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 558± 01：50．5クビ 7．7�
69 コピーライター 牡4鹿 56 小坂 忠士グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 516＋ 2 〃 クビ 281．8	
812 グッドマイスター 牡5鹿 57 浜中 俊久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488－ 21：50．92� 2．3

68 ノブオズボーン 牡4鹿 56 藤田 伸二前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 546－ 61：51．0クビ 19．7�
57 アドマイヤイバマ 牡4芦 56 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 39．3�
710 トリニティチャーチ �6鹿 57 和田 竜二 サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 41：51．1� 16．6�
56 モリトリュウコ 牡4鹿 56 国分 恭介石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 472－ 21：51．63 159．2�
44 ナンヨースラッガー 牡7芦 57 川島 信二中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 494－ 81：53．210 417．4�
813 タッチザターゲット 牡4芦 56 秋山真一郎 社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 508－ 6 （競走中止） 46．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，221，300円 複勝： 103，420，700円 枠連： 27，046，200円
馬連： 195，528，500円 馬単： 80，192，300円 ワイド： 69，556，000円
3連複： 193，642，300円 3連単： 399，911，800円 計： 1，130，519，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 600円 � 250円 � 170円 枠 連（1－2） 7，890円

馬 連 �� 8，650円 馬 単 �� 20，720円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，670円 �� 460円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 73，090円

票 数

単勝票数 計 612213 的中 � 15509（8番人気）
複勝票数 計1034207 的中 � 36062（8番人気）� 107189（4番人気）� 196950（2番人気）
枠連票数 計 270462 的中 （1－2） 2533（25番人気）
馬連票数 計1955285 的中 �� 17813（25番人気）
馬単票数 計 801923 的中 �� 2857（53番人気）
ワイド票数 計 695560 的中 �� 6521（29番人気）�� 9862（19番人気）�� 41681（4番人気）
3連複票数 計1936423 的中 ��� 17602（29番人気）
3連単票数 計3999118 的中 ��� 4038（219番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．9―12．4―12．7―12．7―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．4―48．8―1：01．5―1：14．2―1：26．3―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンオウジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．3．3 中山5着

2010．5．6生 牡4鹿 母 ウエスタンモーダ 母母 ウエスタンレジーナ 11戦3勝 賞金 23，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時20分に変更。
〔競走中止〕 タッチザターゲット号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※ウエスタンオウジ号は，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。



（26京都2）第3日 2月8日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
重

競走回数 11回 出走頭数 156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

199，800，000円
7，080，000円
1，610，000円
18，140，000円
61，225，000円
4，056，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
429，374，200円
750，654，600円
230，030，400円
1，089，567，800円
564，652，100円
494，596，400円
1，462，702，700円
2，514，320，400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 7，535，898，600円

総入場人員 8，805名 （有料入場人員 7，440名）
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