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04084 2月23日 晴 良 （26京都2）第8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）

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

510 ヒカリセット 牡3青鹿 56
53 ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 462± 01：13．2 2．2�

59 ミキノグランプリ 牡3栗 56 秋山真一郎谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 438＋ 41：13．83� 4．2�
611 ファービヨンド 牝3栗 54 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 81：14．22� 10．1�
（伊）

713 トゥルースカイ 牡3鹿 56 川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 470± 01：14．3� 12．5�
714 シゲルビッチュウ �3青鹿56 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 430＋ 21：14．51� 9．5�
816 セイスナッピー 牡3栗 56 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 486－ 21：14．71� 37．5	
36 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 小林 徹弥兼松 忠男氏 藤岡 範士 浦河 大西ファーム 422＋ 21：14．8クビ 50．6

815 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 520＋ 2 〃 アタマ 5．5�
23 シゲルオウミ 牝3鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 476＋ 21：15．01� 79．3�
35 エスケイキング 牡3青鹿56 村田 一誠廣嶋 誠二氏 清水 出美 浦河 中神牧場 474＋ 2 〃 ハナ 245．6
612 ルナレインボー 牝3鹿 54 �島 良太�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 440－ 8 〃 アタマ 157．5�
12 カゼヲアツメテ 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 和生薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 448－ 21：15．21� 255．2�
24 フルアヘッド 牡3栗 56 田中 健関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 476－ 21：15．3クビ 247．4�
47 テイエムファラオ 牡3栗 56 川島 信二竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 460－12 〃 クビ 267．7�
11 ヒロノスイート 牝3鹿 54 小坂 忠士守内ひろ子氏 境 直行 浦河 �川 啓一 416－ 21：15．72� 300．6�
48 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 432－121：16．76 67．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，432，000円 複勝： 24，427，700円 枠連： 8，735，200円
馬連： 29，732，200円 馬単： 21，848，700円 ワイド： 15，715，900円
3連複： 48，660，400円 3連単： 84，235，600円 計： 245，787，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（5－5） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 160円 �� 420円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 124320 的中 � 45152（1番人気）
複勝票数 計 244277 的中 � 96442（1番人気）� 43135（2番人気）� 17617（5番人気）
枠連票数 計 87352 的中 （5－5） 16594（2番人気）
馬連票数 計 297322 的中 �� 55707（1番人気）
馬単票数 計 218487 的中 �� 25865（1番人気）
ワイド票数 計 157159 的中 �� 34055（1番人気）�� 7992（5番人気）�� 4768（9番人気）
3連複票数 計 486604 的中 ��� 35249（3番人気）
3連単票数 計 842356 的中 ��� 20508（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．7―48．0―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．5
3 9，10，11，16（12，14）（5，15）13－（3，4）（2，6）1，8，7 4 ・（9，10）11（12，16）14，15（5，13）－4（3，2，6）1，7，8

勝馬の
紹 介

ヒカリセット �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．8．4 小倉4着

2011．4．15生 牡3青鹿 母 ヒ カ リ ア イ 母母 ヒ カ リ ラ ブ 8戦1勝 賞金 13，150，000円
〔制裁〕 ルナレインボー号の騎手�島良太は，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） 1頭 ハヤブサマジック号
（非抽選馬） 2頭 ヴェルサイユパーク号・ワイエムテイラー号
※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。

04085 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時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

36 モ ズ ス タ ー 牡3鹿 56 国分 優作北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 宮内牧場 472＋ 41：53．5 7．0�
12 カ ゼ ノ コ 牡3鹿 56 秋山真一郎�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 468＋ 41：53．71� 3．8�
11 ミヤジディーノ 牡3鹿 56 川須 栄彦曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：55．19 12．5�
510� ハナリュウセイ 牡3青鹿56 D．バルジュー グリーンフィールズ� 吉田 直弘 米 Joseph M.

Perrotta Sr. 498－ 41：55．63 2．2�
（伊）

47 バイスブルー 牡3栗 56 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 81：56．02� 100．6�

713 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 478－ 81：56．32 10．8	
23 ジョウイチロウ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 514－ 21：56．4クビ 31．9

48 スリーマキシマム 牡3鹿 56 和田 竜二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 470± 0 〃 クビ 19．4�
611 ローレルゼフィーロ 牡3鹿 56

55 ☆横山 和生 �ローレルレーシング 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 438＋ 21：57．03� 190．1�
35 エクセレントミノル 牡3鹿 56 横山 義行吉岡 實氏 松山 康久 新ひだか フジワラフアーム 486－ 61：57．1クビ 25．5
714 ファンタスマゴリア 牡3鹿 56 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 486± 01：57．31 423．3�
815 ディールフロー 牡3鹿 56 小牧 太有限会社シルク尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－161：58．04 14．8�
612 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 472± 01：58．32 50．5�
24 パープルセブン 牡3鹿 56 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 B454± 01：58．4� 767．4�
816 サンセバスチャン 牝3青鹿54 川島 信二�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 448＋ 41：59．57 785．8�

（15頭）
59 ダンスールクレール 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，840，300円 複勝： 37，644，200円 枠連： 10，563，200円
馬連： 39，719，300円 馬単： 28，328，400円 ワイド： 23，310，400円
3連複： 64，597，300円 3連単： 98，627，700円 計： 323，630，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 160円 � 310円 枠 連（1－3） 810円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，250円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 20，540円

票 数

単勝票数 差引計 208403（返還計 1221） 的中 � 23717（3番人気）
複勝票数 差引計 376442（返還計 706） 的中 � 46560（3番人気）� 78844（2番人気）� 26276（5番人気）
枠連票数 差引計 105632（返還計 64） 的中 （1－3） 9688（3番人気）
馬連票数 差引計 397193（返還計 1595） 的中 �� 21703（4番人気）
馬単票数 差引計 283284（返還計 883） 的中 �� 5979（12番人気）
ワイド票数 差引計 233104（返還計 676） 的中 �� 13178（4番人気）�� 4321（16番人気）�� 9819（6番人気）
3連複票数 差引計 645973（返還計 3832） 的中 ��� 13941（10番人気）
3連単票数 差引計 986277（返還計 5891） 的中 ��� 3544（63番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．3―13．0―12．8―12．7―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．7―50．7―1：03．5―1：16．2―1：28．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3
6，3（2，8）（5，10）15（1，12）13，16（4，7，11）－14
6（3，8）2（5，10）1（12，15）－（13，16）（7，11）－（4，14）

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

勝馬の
紹 介

モ ズ ス タ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Danehill デビュー 2014．1．18 京都9着

2011．4．24生 牡3鹿 母 ローランデイン 母母 Touch of Magic 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔出走取消〕 ダンスールクレール号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンセバスチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月23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。

第２回 京都競馬 第８日



04086 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第3競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走10時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
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 ワ デ ィ 牝3栗 54 和田 竜二 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 458＋ 21：25．7 1．5�

23 ミ ン デ ィ 牝3芦 54 小牧 太小林 秀樹氏 吉田 直弘 浦河 日優牧場 B442± 01：26．02 9．1�
47 ヴァイセフラウ 牝3芦 54 秋山真一郎�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 4 〃 クビ 6．0�
510 スターペスユウコ 牝3鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 438－ 41：27．27 14．1�
36 フジヤマテスラ 牝3鹿 54 川須 栄彦藤本美也子氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 424－ 61：27．52 78．8�
24 ア ガ ペ ー 牝3黒鹿54 畑端 省吾 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム B482＋ 61：27．71� 105．7	
12 スリーキーパー 牝3栗 54

53 ☆横山 和生永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 446－ 4 〃 アタマ 154．4

816 エイシンボン 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 436－ 41：28．12� 52．4�
713 チュウワアピール 牝3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480－161：28．31 23．7�
612 プリティブルー 牝3青鹿54 熊沢 重文長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 448－ 41：28．51 51．4
611 メイショウナギサ 牝3栗 54 竹之下智昭松本 好雄氏 中村 均 様似 中脇 一幸 448－ 61：28．71� 272．4�
11 カシノチャンプ 牝3鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 430－12 〃 アタマ 324．6�
59 マルヨラピド 牝3青鹿54 川島 信二野村 春行氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 450＋ 41：29．33� 222．7�
35 カ サ ラ ギ 牝3青鹿54 中村 将之岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 池田牧場 432＋ 81：29．4� 628．1�
714 アイファーフィリア 牝3鹿 54 村田 一誠中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 440－12 〃 ハナ 322．2�
815 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 450－101：32．4大差 11．3�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，156，600円 複勝： 96，349，200円 枠連： 11，642，400円
馬連： 39，021，000円 馬単： 33，820，100円 ワイド： 22，042，000円
3連複： 63，873，000円 3連単： 131，083，600円 計： 419，987，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 180円 � 160円 枠 連（2－4） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 230円 �� 210円 �� 500円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 221566 的中 � 123208（1番人気）
複勝票数 計 963492 的中 � 718525（1番人気）� 49737（4番人気）� 60549（2番人気）
枠連票数 計 116424 的中 （2－4） 22183（2番人気）
馬連票数 計 390210 的中 �� 60501（2番人気）
馬単票数 計 338201 的中 �� 40392（2番人気）
ワイド票数 計 220420 的中 �� 25562（3番人気）�� 28993（1番人気）�� 9112（7番人気）
3連複票数 計 638730 的中 ��� 71822（1番人気）
3連単票数 計1310836 的中 ��� 41238（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．5―12．2―12．1―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．3
3 ・（7，8）12（3，9）（2，15）（6，10）（13，11）4（1，16）（5，14） 4 ・（7，8）3，12（2，9）（6，15）（4，10）13，11（1，16）（5，14）

勝馬の
紹 介

ワ デ ィ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．10．26 京都10着

2011．3．20生 牝3栗 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 6戦1勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 アガペー号の騎手畑端省吾は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンランパダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月23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 バトルフォンテ号
※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。

04087 2月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26京都2）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25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，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

57 � トーコーレガーロ 牡5鹿 60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 492＋ 43：33．5 7．9�
610 コスモソユーズ 牡6栗 60 石神 深一 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 498＋ 43：34．13� 9．2�
22 サンライズロイヤル 牡5鹿 60 平沢 健治松岡 隆雄氏 中村 均 千歳 社台ファーム 534＋ 83：34．41� 6．9�
711	 エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 508＋ 43：34．93 3．7�
58 アラタマユニバース 牡5青鹿60 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494＋163：35．32� 18．2	
34 アムールクエスト 牡5鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 23：35．4� 4．7

46 � トーセンタイガー 牡6鹿 60 江田 勇亮島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B540－ 43：35．5� 29．9�
33 ドリームチャージ 牡5鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 470＋ 23：35．71� 7．4
712 マーリンシチー 牡8鹿 60 浜野谷憲尚 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 474＋ 43：35．8クビ 18．4�
45 カシマシンセイ 牡5鹿 62 山本 康志松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 518＋123：36．75 35．5�
69 ショウナンカミング 牡6栗 60 五十嵐雄祐国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 478± 03：37．01� 13．5�
11 サンレイランキング 牡7鹿 60 黒岩 悠永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466＋ 83：40．2大差 221．4�
813 ユニバーサルアゲン 牡6鹿 60 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 442＋ 43：41．9大差 252．3�
814 ディアマイホース 牡8黒鹿60 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 508＋12 （競走中止） 153．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，172，000円 複勝： 22，919，200円 枠連： 13，991，200円
馬連： 33，703，800円 馬単： 21，560，100円 ワイド： 17，041，500円
3連複： 55，711，600円 3連単： 79，577，500円 計： 259，676，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 280円 � 300円 � 220円 枠 連（5－6） 1，500円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 650円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 30，620円

票 数

単勝票数 計 151720 的中 � 15272（5番人気）
複勝票数 計 229192 的中 � 21036（5番人気）� 19573（6番人気）� 29855（3番人気）
枠連票数 計 139912 的中 （5－6） 6902（8番人気）
馬連票数 計 337038 的中 �� 8878（14番人気）
馬単票数 計 215601 的中 �� 2813（26番人気）
ワイド票数 計 170415 的中 �� 3273（17番人気）�� 6747（7番人気）�� 3921（13番人気）
3連複票数 計 557116 的中 ��� 7632（18番人気）
3連単票数 計 795775 的中 ��� 1918（98番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．2－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→」
�
�
7＝8（10，11）（5，2）（4，6）14，12，3－9＝1＝13
7＝10，11（8，2）4－6（14，3，12）5＝9＝1＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�トーコーレガーロ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Souvenir Copy

2009．4．22生 牡5鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ディアマイホース号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）17頭 アイティゴールド号・アイファーハイカラ号・ウォンテッド号・エアペイシェンス号・オウケンウッド号・

オンワードデューク号・カネスラファール号・サウンドアフリート号・シシャモフレンド号・タニノマンボ号・
トーセンプラチナ号・パリスブルー号・マイネルガヴロシュ号・マンノプロジェクト号・メイショウヨシミツ号・
メジロサンノウ号・ローレルエルヴェル号



04088 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第5競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

816 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 B478－ 81：34．7 11．8�
11 ブロンクスステップ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466± 01：35．23 18．0�

36 メイショウワッフル 牝3鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 464＋ 21：35．41� 4．9�
12 ケイエスポーラ 牡3鹿 56 秋山真一郎キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 482± 01：35．61� 3．2�
24 メイショウネブタ 牡3鹿 56 竹之下智昭松本 好雄氏 中村 均 新冠 秋田牧場 486± 01：36．02� 9．6�
59 ユウキファイター 牡3鹿 56 和田 竜二ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 438－ 61：36．21� 139．3	
48 タマモチョコパフェ 牝3鹿 54 国分 優作タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 6 〃 クビ 6．0

35 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 川須 栄彦�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 388＋ 41：36．3クビ 99．9�
611 ヤ マ カ ゲ 牡3栗 56 村田 一誠諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 クビ 14．5�
612 サンレイロッキー 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 462＋ 21：36．51� 61．0
23 ドリームノート 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B458＋ 6 〃 クビ 320．4�
47 ウチノウマサイコー 牝3鹿 54 上村 洋行畑 清介氏 田所 秀孝 浦河 赤田牧場 422± 01：36．71� 6．6�
510 アグネスユニコーン 牡3黒鹿56 武 幸四郎渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 496± 01：37．65 47．8�
713 スカラブルー 牝3栗 54 小林 徹弥 �ブルーマネジメント森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 402＋ 41：37．7� 300．9�
815 オーバーチュア 牡3鹿 56 �島 良太窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 462＋181：37．8クビ 36．0�
714 ハワイアンローズ 牝3鹿 54 D．バルジュー 吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 402－101：37．9� 38．4�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，343，900円 複勝： 36，924，400円 枠連： 13，467，700円
馬連： 46，868，500円 馬単： 28，143，100円 ワイド： 25，306，000円
3連複： 66，474，000円 3連単： 101，472，800円 計： 340，000，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 320円 � 560円 � 210円 枠 連（1－8） 1，490円

馬 連 �� 9，360円 馬 単 �� 17，180円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 730円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 79，080円

票 数

単勝票数 計 213439 的中 � 14374（6番人気）
複勝票数 計 369244 的中 � 30152（6番人気）� 15009（8番人気）� 55568（2番人気）
枠連票数 計 134677 的中 （1－8） 6709（7番人気）
馬連票数 計 468685 的中 �� 3699（29番人気）
馬単票数 計 281431 的中 �� 1209（56番人気）
ワイド票数 計 253060 的中 �� 2154（29番人気）�� 8944（9番人気）�� 4948（16番人気）
3連複票数 計 664740 的中 ��� 5450（31番人気）
3連単票数 計1014728 的中 ��� 947（251番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．2―12．2―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．7―46．9―59．1―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ダ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．23 阪神9着

2011．4．19生 牡3栗 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ 8戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルシンシュウ号
※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。

04089 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・右・外）

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
1：44．7
1：44．1

良
良

59 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 上村 洋行近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 518 ―1：50．0 2．4�
611 マコトアラバルダ 牡3黒鹿56 川須 栄彦�ディアマント �島 一歩 日高 碧雲牧場 470 ―1：50．74 8．1�
24 ポ ー シ ア 牝3鹿 54 D．バルジュー �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402 ― 〃 アタマ 3．2�
（伊）

713 テイエムサンビカ 牝3青鹿54 �島 良太竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 482 ―1：51．01� 122．9�
612 タガノバラード 牝3黒鹿54 小牧 太八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430 ―1：51．1� 16．6	
47 タガノレジーナ 牝3鹿 54 国分 優作八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438 ―1：51．2� 94．6

11 ゴルゴネイオン 牡3青鹿 56

53 ▲森 一馬 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506 ―1：51．73 13．2�
23 エアピザレー 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480 ―1：51．8� 54．2�
48 マイネシェルブール 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 388 ―1：52．11� 62．5
714 ニシノヤベケ 牝3青鹿54 秋山真一郎西山 茂行氏 須貝 尚介 新冠 川上牧場 474 ―1：52．2クビ 100．3�
36 � モ ク レ ン 牝3鹿 54 武 幸四郎吉田 安惠氏 藤原 英昭 愛 R. Scar-

borough 434 ― 〃 クビ 13．4�
35 メイショウラファー 牡3鹿 56 竹之下智昭松本 好�氏 千田 輝彦 浦河 磯野牧場 468 ― 〃 アタマ 210．4�
12 ヨヨギマック 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 518 ―1：52．3クビ 31．7�
815 ヤマカツキャプテン 牡3鹿 56 村田 一誠山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 478 ―1：52．51	 185．0�
816 メ ザ ン ジ ュ 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 436 ―1：52．71 47．3�
510 スリースラッガー 牡3栗 56 水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 476 ―1：53．33� 17．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，707，000円 複勝： 29，619，800円 枠連： 14，638，300円
馬連： 41，171，600円 馬単： 29，182，300円 ワイド： 20，938，700円
3連複： 55，094，500円 3連単： 95，788，800円 計： 308，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 330円 �� 170円 �� 420円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 217070 的中 � 73198（1番人気）
複勝票数 計 296198 的中 � 95057（1番人気）� 33184（3番人気）� 60766（2番人気）
枠連票数 計 146383 的中 （5－6） 19326（2番人気）
馬連票数 計 411716 的中 �� 29928（2番人気）
馬単票数 計 291823 的中 �� 15932（3番人気）
ワイド票数 計 209387 的中 �� 14416（2番人気）�� 38957（1番人気）�� 10609（3番人気）
3連複票数 計 550945 的中 ��� 48169（1番人気）
3連単票数 計 957888 的中 ��� 16579（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．2―13．1―13．1―12．7―11．7―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．9―50．0―1：03．1―1：15．8―1：27．5―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．2
3 9，16（4，13）12（6，11）（3，1，7）8，2，14（5，15）10 4 9（13，11）（4，16）（6，12，7）1（3，2，8）－（5，14）15，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤヤング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Swain 初出走

2011．3．7生 牡3青鹿 母 コ ッ ク ニ ー 母母 セニョラージェ 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノシチフクジン号
※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。



04090 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時15分 （ダート・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
1：47．8
1：47．8

重
重

66 ス ピ ナ ッ チ 牝3黒鹿54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 454± 01：53．7 9．3�
810 エンキンドル 牡3青 56 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 512－ 21：54．65 4．5�
33 アグネスオラシオン 牡3芦 56 上村 洋行渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 562－ 61：54．7クビ 23．6�
11 アスカノロマン 牡3栗 56 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－101：54．8� 1．5�
79 レデントーレ 牡3黒鹿56 秋山真一郎前田 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 438－ 21：55．01� 14．9�
22 ボールドジャパン 牡3鹿 56 国分 優作増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 508＋ 41：55．1クビ 52．0�
78 サンライズレーヴ 牡3栗 56 熊沢 重文松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458± 01：56．05 29．0	
44 タガノベルーガ 牝3鹿 54 D．バルジュー 八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 21：56．1� 19．1

（伊）

811 ダンツキャノン 牡3栗 56
53 ▲森 一馬山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 520＋ 41：59．0大差 76．4�

67 ゼンノジェネラル 牡3鹿 56
55 ☆横山 和生大迫久美子氏 �島 一歩 新冠 村上 欽哉 442－122：01．1大差 209．0�

（10頭）
55 グレナディアーズ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，438，900円 複勝： 90，726，100円 枠連： 8，762，100円
馬連： 40，064，800円 馬単： 35，493，900円 ワイド： 21，396，800円
3連複： 49，594，400円 3連単： 123，297，900円 計： 395，774，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 480円 � 310円 � 820円 枠 連（6－8） 2，520円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，170円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 47，950円

票 数

単勝票数 差引計 264389（返還計 16509） 的中 � 22425（3番人気）
複勝票数 差引計 907261（返還計 19833） 的中 � 49357（3番人気）� 85029（2番人気）� 26738（5番人気）
枠連票数 差引計 87621（返還計 14477） 的中 （6－8） 2570（8番人気）
馬連票数 差引計 400648（返還計 68807） 的中 �� 12362（8番人気）
馬単票数 差引計 354939（返還計 55805） 的中 �� 4835（15番人気）
ワイド票数 差引計 213968（返還計 29504） 的中 �� 9469（7番人気）�� 4381（14番人気）�� 5042（10番人気）
3連複票数 差引計 495944（返還計153288） 的中 ��� 4443（25番人気）
3連単票数 差引計1232979（返還計376959） 的中 ��� 1898（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．1―49．0―1：02．1―1：15．2―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ピ ナ ッ チ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．6．30 中京9着

2011．3．31生 牝3黒鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 7戦2勝 賞金 14，700，000円
〔競走除外〕 グレナディアーズ号は，馬場入場時に放馬。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 アグネスオラシオン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツキャノン号・ゼンノジェネラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

3月23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。

04091 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 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± 01：25．4 2．7�
612 ミッキーアップル 牝4鹿 55 小牧 太野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 472－ 4 〃 アタマ 25．2�
510 セトノミッシー 牝4鹿 55 川須 栄彦難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 41：25．71� 4．3�
48 ジョーラプター 牡5鹿 57

56 ☆横山 和生上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム 484－ 61：26．01� 22．3�

816� ダノンクリエーター 牡5栗 57 熊沢 重文�ダノックス 村山 明 米 Waterford
Farm 528－ 6 〃 同着 10．1�

714 キングズウェザー 牡4栗 57 川島 信二吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 504＋ 4 〃 アタマ 25．6	
59 メイショウマルマル 牡4芦 57 和田 竜二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 502＋221：26．21� 13．3

35 ティマイドリーム 牡4鹿 57 	島 良太田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 510－ 4 〃 ハナ 287．7�
12 サンデーコア 
5黒鹿57 竹之下智昭坂本 肇氏 中村 均 新冠 川上牧場 512－121：26．41� 308．7�
36 � スリーネイチャー 牝5黒鹿55 水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 452－ 21：26．82� 95．3
24 � ゲ ン テ ン 牡5黒鹿57 D．バルジュー 林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith B500± 01：27．11� 12．6�
（伊）

815� オレタチセッカチ 牡4栗 57
56 ☆菱田 裕二飯田 正剛氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 456－ 4 〃 アタマ 277．9�

11 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 武 幸四郎間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 438＋ 21：27．41� 5．1�
713 グレイトエンブレム 牡4栗 57 岡田 祥嗣小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 438± 01：27．61� 348．4�
611 スズカキングダム 牡5鹿 57

54 ▲森 一馬永井 啓弍氏 武 宏平 平取 稲原牧場 B506＋111：28．02� 17．0�
23 フィールドゴーゴー 牡4鹿 57 村田 一誠地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 534＋141：28．85 252．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，772，000円 複勝： 45，192，300円 枠連： 17，119，700円
馬連： 60，519，700円 馬単： 37，157，100円 ワイド： 29，792，000円
3連複： 87，981，600円 3連単： 146，597，100円 計： 450，131，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 450円 � 150円 枠 連（4－6） 1，250円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 250円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 23，420円

票 数

単勝票数 計 257720 的中 � 75397（1番人気）
複勝票数 計 451923 的中 � 112030（1番人気）� 17538（9番人気）� 86678（2番人気）
枠連票数 計 171197 的中 （4－6） 10137（4番人気）
馬連票数 計 605197 的中 �� 13221（13番人気）
馬単票数 計 371571 的中 �� 5814（13番人気）
ワイド票数 計 297920 的中 �� 6406（14番人気）�� 35465（1番人気）�� 5662（16番人気）
3連複票数 計 879816 的中 ��� 15845（11番人気）
3連単票数 計1465971 的中 ��� 4621（56番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．3―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．1―59．6―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．3
3 4（1，11，16）－（10，12）（5，14）（8，13）9－（15，7）2－6－3 4 4，16，1，11，10（12，14）（5，8）（9，13）2（15，7）6＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウアイアン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．8．19 札幌6着

2010．2．15生 牡4鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 10戦2勝 賞金 21，618，000円
〔発走状況〕 フィールドゴーゴー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 メイショウアイアン号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 フィールドゴーゴー号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



04092 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第9競走 ��1，600�
き づ が わ

木 津 川 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

79 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿57 上村 洋行西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 488－ 81：34．5 39．1�
11 ハーキュリーズ 牡6鹿 57 D．バルジュー �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 アタマ 2．7�

（伊）

56 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 小牧 太岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 496＋ 21：34．6� 2．0�
33 モンテフジサン 牡7栗 57 菱田 裕二毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム 486－ 81：34．81� 56．5�
44 � メイショウインロウ 牡5栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 中村 均 日高 日西牧場 522＋ 41：34．9クビ 35．8�
55 ショウナンラムジ 牡5鹿 57 国分 優作国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 510＋ 8 〃 ハナ 10．7	
67 ラブラバード 牡4芦 57 和田 竜二 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 2 〃 クビ 8．1

68 � モ シ モ シ 牝4黒鹿55 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406± 01：35．11� 32．3�
811 マイファーストラヴ 牝8青鹿55 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 454－ 2 〃 クビ 90．3�
22 タガノルミナーレ 牝5黒鹿55 村田 一誠八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 61：35．2� 48．5
812 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 	島 良太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468＋ 81：35．51
 77．1�
710 ツヨシノブルーム �5芦 57 岡田 祥嗣横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 484± 01：35．92� 72．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，813，200円 複勝： 57，029，400円 枠連： 17，367，100円
馬連： 80，403，600円 馬単： 56，025，100円 ワイド： 31，676，600円
3連複： 105，067，900円 3連単： 249，517，800円 計： 628，900，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，910円 複 勝 � 430円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 2，800円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 13，330円

ワ イ ド �� 860円 �� 750円 �� 140円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 33，630円

票 数

単勝票数 計 318132 的中 � 6423（7番人気）
複勝票数 計 570294 的中 � 14566（7番人気）� 148029（2番人気）� 238262（1番人気）
枠連票数 計 173671 的中 （1－7） 4587（9番人気）
馬連票数 計 804036 的中 �� 13390（12番人気）
馬単票数 計 560251 的中 �� 3102（30番人気）
ワイド票数 計 316766 的中 �� 6790（9番人気）�� 7897（8番人気）�� 85685（1番人気）
3連複票数 計1050679 的中 ��� 44327（5番人気）
3連単票数 計2495178 的中 ��� 5477（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．9―47．6―59．1―1：10．9―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノカチヅクシ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Rahy デビュー 2011．7．10 函館1着

2009．2．26生 牡5黒鹿 母 パ ラ デ ィ ナ 母母 Khumba Mela 28戦3勝 賞金 44，197，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04093 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第10競走 ��1，200�
かしはら

橿原ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．2．16以降26．2．18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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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

44 ハーロンベイ 牝4黒鹿53 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－181：11．8 5．1�

67 アメージングタクト 牡4鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450± 01：11．9� 3．6�

710� アンリヴィールド 牝5栗 53 横山 和生�大樹ファーム 昆 貢 米
Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

484± 01：12．0� 11．7�
22 カフェシュプリーム 牡5鹿 57 上村 洋行西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514＋ 2 〃 ハナ 2．5�
811� キングオブヘイロー 牡8鹿 54 小牧 太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 482－ 4 〃 アタマ 18．3�
11 ルミナスウイング 牡4鹿 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486± 01：12．74 8．1	
33 エ ス カ ー ダ 牡7青鹿52 村田 一誠山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 470－ 41：13．33� 325．2

55 コウエイフラッシュ 	8鹿 53 
島 良太西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 498＋121：13．4� 124．3�
56 ノボレインボー 牝8芦 50 平野 優�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 514－ 21：13．61� 152．0
79 オーラレガーレ 牝6青鹿52 武 幸四郎吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 466－ 81：13．91� 25．7�
812 トップフライアー 牡5青鹿55 水口 優也井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B498－ 2 〃 クビ 42．8�
68 シャッセロール 牝4鹿 52 和田 竜二名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 458＋ 21：14．32� 32．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，447，400円 複勝： 56，800，000円 枠連： 23，451，800円
馬連： 108，347，200円 馬単： 64，042，900円 ワイド： 42，415，000円
3連複： 133，498，800円 3連単： 291，606，100円 計： 763，609，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 150円 � 270円 枠 連（4－6） 1，030円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，160円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 434474 的中 � 68147（3番人気）
複勝票数 計 568000 的中 � 85971（3番人気）� 119862（2番人気）� 45276（5番人気）
枠連票数 計 234518 的中 （4－6） 16902（4番人気）
馬連票数 計1083472 的中 �� 94415（3番人気）
馬単票数 計 640429 的中 �� 27926（6番人気）
ワイド票数 計 424150 的中 �� 27332（4番人気）�� 8419（12番人気）�� 18969（7番人気）
3連複票数 計1334988 的中 ��� 32322（9番人気）
3連単票数 計2916061 的中 ��� 16972（38番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーロンベイ �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．5．25 京都2着

2010．3．2生 牝4黒鹿 母 コージーベイ 母母 Composure 6戦4勝 賞金 43，659，000円

１レース目



04094 2月23日 晴 良 （26京都2）第8日 第11競走 ��1，600�
らくよう

洛陽ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

35 � ノーブルジュエリー 牝6黒鹿54 小牧 太 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 512－ 21：33．8 3．6�
510 サワノパンサー 牡8鹿 56 川須 栄彦西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 568＋ 61：34．01� 19．6�
36 カ オ ス モ ス 牡4鹿 55 D．バルジュー 小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 522－ 41：34．1クビ 4．6�

（伊）

59 シャイニープリンス 牡4青鹿55 和田 竜二小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 496－ 8 〃 クビ 3．6�
713 モグモグパクパク 牡4栗 55 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 468＋ 21：34．31� 21．7�
24 ス ピ リ タ ス 	9栗 56 秋山真一郎 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 19．8	
611 ミッキーパンプキン 牡8鹿 56 村田 一誠野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム 462＋10 〃 クビ 34．6

23 エーシンミラージュ 牡6鹿 56 上村 洋行�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 522－ 61：34．4� 53．7�
11 ム ク ド ク 	8青鹿56 国分 優作平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 0 〃 ハナ 102．7
48 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 55 中村 将之高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482－ 41：34．5� 44．9�
47 セイルラージ 牡7鹿 56 
島 良太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 8 〃 クビ 5．3�
816 トキノエクセレント 牡6黒鹿56 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 470－ 81：34．6� 63．8�
612 ウインドジャズ 牡7黒鹿56 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 502－ 21：34．7クビ 82．7�
815 ヤマカツハクリュウ 牡7芦 56 熊沢 重文山田 博康氏 松田 博資 浦河 
川 啓一 476－10 〃 ハナ 214．9�
12 トップゾーン 牡8鹿 56 菱田 裕二�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 474＋ 41：34．8� 105．9�
714 メモリアルイヤー 牝6栗 54 武 幸四郎西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 496＋101：35．11� 31．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，725，700円 複勝： 60，252，500円 枠連： 42，639，300円
馬連： 173，295，100円 馬単： 93，926，000円 ワイド： 56，593，400円
3連複： 241，519，600円 3連単： 484，348，800円 計： 1，192，300，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 350円 � 190円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 430円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 28，310円

票 数

単勝票数 計 397257 的中 � 88406（1番人気）
複勝票数 計 602525 的中 � 130203（1番人気）� 35127（5番人気）� 88920（3番人気）
枠連票数 計 426393 的中 （3－5） 97564（1番人気）
馬連票数 計1732951 的中 �� 39281（9番人気）
馬単票数 計 939260 的中 �� 12846（17番人気）
ワイド票数 計 565934 的中 �� 12004（11番人気）�� 35850（4番人気）�� 12485（10番人気）
3連複票数 計2415196 的中 ��� 40919（10番人気）
3連単票数 計4843488 的中 ��� 12627（64番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．4―11．9―11．4―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．5―47．4―58．8―1：10．4―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノーブルジュエリー �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Monsun デビュー 2010．12．4 阪神1着

2008．2．13生 牝6黒鹿 母 Noble Stella 母母 Noble Pearl 20戦6勝 賞金 143，672，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 エアウルフ号・エーシンビートロン号・キングレオポルド号・クリーンエコロジー号・サウンドリアーナ号・

タイセイファントム号・ダッシャーワン号・トウショウカズン号・トウショウフリーク号・ナリタシルクロード号・
ナリタスプリング号・ニューダイナスティ号・ネオザウイナー号・ヒストリカル号・ファリダット号・
マイネルクロップ号・マヤノリュウジン号・メイショウウズシオ号・メテオロロジスト号・ロイヤルクレスト号

※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。

04095 2月23日 晴 良 （26京都2）第8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 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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 ドレッドノート �6栗 57 D．バルジュー �日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 470＋101：24．9 16．8�
（伊）

713 カシノインカローズ 牝5鹿 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 454－ 41：25．11� 8．8�
510 エスジーブルーム 牝5鹿 55 武 幸四郎窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 486－ 8 〃 ハナ 4．2�
36 � ネオシーサー 牡7青 57 川島 信二佐々木完二氏 高橋 亮 日高 田端牧場 452＋ 4 〃 クビ 54．8�
612 ハ ヤ ブ サ 牡5鹿 57

54 ▲森 一馬西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 470± 0 〃 ハナ 5．7�
714 シゲルケンシン 牡7鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 482＋ 21：25．2� 11．5	
59 � キクノグラード 牡5栗 57 和田 竜二菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 494＋ 81：25．3� 7．6

816 ライブリシーラ 牡7栗 57 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 524＋ 2 〃 ハナ 42．4�
24 テーオーレイチェル 牝4芦 55

54 ☆菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 21：25．72� 3．4�

35 � フランキンセンス 牡7鹿 57 石神 深一加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 530－ 6 〃 ハナ 135．9
611 ダノンジュピター 牡9栗 57 熊沢 重文�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 478－ 21：25．9� 101．4�
48 アキノモーグル 牡6栗 57 岡田 祥嗣穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 522＋ 4 〃 クビ 43．8�
11 マリントウショウ 牝5青鹿55 	島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋101：26．11� 62．7�
23 ワキノネクサス 牝5鹿 55

54 ☆横山 和生脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 444－ 2 〃 ハナ 34．1�
815 スズカジョンブル 牡5鹿 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458± 01：27．69 38．1�
12 エスケイティアラ 牝5鹿 55 小林 徹弥長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 452－ 41：28．45 332．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，989，800円 複勝： 61，650，300円 枠連： 34，726，000円
馬連： 155，574，900円 馬単： 62，338，700円 ワイド： 50，514，600円
3連複： 176，302，900円 3連単： 315，230，900円 計： 896，328，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 400円 � 260円 � 190円 枠 連（4－7） 3，320円

馬 連 �� 9，510円 馬 単 �� 18，120円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 1，430円 �� 800円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 117，860円

票 数

単勝票数 計 399898 的中 � 18792（7番人気）
複勝票数 計 616503 的中 � 35389（7番人気）� 64257（5番人気）� 97794（2番人気）
枠連票数 計 347260 的中 （4－7） 7740（13番人気）
馬連票数 計1555749 的中 �� 12889（26番人気）
馬単票数 計 623387 的中 �� 2539（55番人気）
ワイド票数 計 505146 的中 �� 4655（26番人気）�� 8665（17番人気）�� 16208（9番人気）
3連複票数 計1763029 的中 ��� 10526（34番人気）
3連単票数 計3152309 的中 ��� 1974（332番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．9―12．0―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．0―46．9―58．9―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（4，5，7）（3，10）－（12，15）－（1，9）（6，11）14，8－2（16，13） 4 ・（5，7）4（3，10）（12，15）9，6，1，11，14，8（16，13）－2

勝馬の
紹 介

ドレッドノート �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 Starborough デビュー 2010．7．31 小倉1着

2008．3．9生 �6栗 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー 12戦4勝 賞金 38，500，000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 メイショウゲンブ号
※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。

４レース目



（26京都2）第8日 2月23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 175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

221，960，000円
6，970，000円
1，260，000円
20，210，000円
67，595，500円
5，364，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
320，838，800円
619，535，100円
217，104，000円
848，421，700円
511，866，400円
356，742，900円
1，148，376，000円
2，201，384，600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 6，224，269，500円

総入場人員 22，627名 （有料入場人員 20，407名）



平成26年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 95回 出走延頭数 1，324頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，809，530，000円
6，240，000円
54，690，000円
11，990，000円
164，770，000円
511，982，500円
37，296，800円
12，710，400円

勝馬投票券売得金
3，873，910，100円
7，173，571，600円
2，146，237，400円
9，509，525，000円
5，842，784，100円
4，154，597，500円
12，900，194，000円
26，979，335，300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 72，580，155，000円

総入場延人員 136，806名 （有料入場延人員 121，983名）
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