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04049 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5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

713 ロードツイスター �3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 460－ 21：13．7 7．5�
815 アメージングタクト 牡3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 452＋ 21：13．91� 1．7�
510 クニサキゼブライカ 牡3黒鹿56 幸 英明國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 506＋ 21：14．0� 5．5�
48 ハートランド 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム 504＋ 2 〃 アタマ 6．9�
35 ニシオキボオト 牡3鹿 56 佐久間寛志西尾 午郎氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 466± 01：14．53 51．1	
611 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 56 川須 栄彦諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 430＋ 61：14．71 30．5

12 メイショウメロディ 牝3鹿 54 武 豊松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 440± 0 〃 アタマ 104．6�
714 ダノンイルーシヴ 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 新ひだか 矢野牧場 500－ 41：15．23 85．9
816 テイエムデンゲキ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 61：15．62� 442．1�
612 ヴェラーチェ 牡3黒鹿56 熊沢 重文�三嶋牧場 北出 成人 浦河 上田 五十詞 506－ 2 〃 アタマ 256．4�
36 カシノガーネット 牝3黒鹿54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 442＋ 6 〃 アタマ 113．6�
24 ドンレジェンド 牡3栗 56 川田 将雅山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 480＋ 21：15．7クビ 31．8�
23 ヴェールフォンセ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 388± 01：16．12� 539．3�
59 ワンダーノブレス 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 482＋281：16．2� 15．8�
11 エンプレスリリー 牝3栗 54 酒井 学�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 430－ 21：16．62� 365．9�
47 オ ク タ ー ヴ 牝3鹿 54 藤田 伸二名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 430± 01：17．45 370．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，876，900円 複勝： 73，032，500円 枠連： 8，120，300円
馬連： 33，581，800円 馬単： 28，579，900円 ワイド： 19，194，400円
3連複： 50，513，000円 3連単： 97，769，700円 計： 326，668，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 160円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 158769 的中 � 16715（4番人気）
複勝票数 計 730325 的中 � 55151（3番人気）� 491587（1番人気）� 69793（2番人気）
枠連票数 計 81203 的中 （7－8） 14548（2番人気）
馬連票数 計 335818 的中 �� 55315（2番人気）
馬単票数 計 285799 的中 �� 13715（5番人気）
ワイド票数 計 191944 的中 �� 26842（2番人気）�� 12717（4番人気）�� 35362（1番人気）
3連複票数 計 505130 的中 ��� 79465（1番人気）
3連単票数 計 977697 的中 ��� 17824（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．5―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―36．5―48．9―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードツイスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Vice Regent デビュー 2012．8．19 札幌9着

2010．4．8生 �3鹿 母 タヒチアンブリーズ 母母 Tropical Sound 6戦1勝 賞金 8，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ワンダーノブレス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ミヤコプリンセス号

04050 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5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

47 アメリカンドリーム 牡3鹿 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 502＋ 41：55．4 2．5�
610 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478－ 21：55．72 1．8�
713 サクラシェンロン 牡3栗 56 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 512± 01：55．91� 15．5�
58 マンハッタンケイ 牡3青 56 国分 優作橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 468＋ 41：56．11� 177．8�
712 ネコイッチョクセン 牡3黒鹿56 国分 恭介桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 土田 和男 B478－ 61：56．31� 86．7�
35 グランプリダッシュ 牡3鹿 56 大庭 和弥�グランプリ 森 秀行 日高 目黒牧場 490＋ 81：56．51� 27．4	
46 ジ リ オ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 536－ 21：56．6� 84．8

11 マルシゲキング 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 444－ 2 〃 クビ 235．9�
814 ブルーボリウッド 牡3栗 56 川島 信二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 474＋ 21：56．7クビ 127．8�
815 ティマイドリーム 牡3鹿 56 酒井 学田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 494＋ 2 〃 クビ 29．5
611 ハンサムヒーロー 牡3鹿 56 秋山真一郎田島 政光氏 鮫島 一歩 新冠 村上 欽哉 474＋ 61：56．91� 271．2�
59 マイネルカミカゼ 牡3黒鹿56 荻野 琢真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 畔高牧場 450－ 4 〃 アタマ 40．4�
34 マツカゼグリーン 牡3黒鹿56 小牧 太クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム 510－ 21：57．32� 13．6�
23 ウインアルカディア 牡3栗 56 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 490＋ 21：59．3大差 81．3�
22 グンジョウノソラ 牝3黒鹿54 熊沢 重文内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 本桐牧場 406－161：59．61� 279．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，578，500円 複勝： 52，955，100円 枠連： 9，735，700円
馬連： 34，102，500円 馬単： 28，656，100円 ワイド： 17，393，800円
3連複： 47，454，400円 3連単： 101，230，500円 計： 311，106，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（4－6） 160円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 120円 �� 320円 �� 280円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，280円

票 数

単勝票数 計 195785 的中 � 62111（2番人気）
複勝票数 計 529551 的中 � 179685（2番人気）� 253971（1番人気）� 22834（3番人気）
枠連票数 計 97357 的中 （4－6） 45099（1番人気）
馬連票数 計 341025 的中 �� 156286（1番人気）
馬単票数 計 286561 的中 �� 59160（2番人気）
ワイド票数 計 173938 的中 �� 61078（1番人気）�� 9576（3番人気）�� 11009（2番人気）
3連複票数 計 474544 的中 ��� 80102（1番人気）
3連単票数 計1012305 的中 ��� 58539（2番人気）

ハロンタイム 12．7―12．5―14．0―13．5―12．4―12．6―12．6―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―39．2―52．7―1：05．1―1：17．7―1：30．3―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3

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

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

アメリカンドリーム �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Rahy デビュー 2012．12．9 中京3着

2010．4．24生 牡3鹿 母 シャイニングエナジー 母母 Miss Universal 4戦1勝 賞金 9，300，000円

第２回 京都競馬 第５日



04051 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5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）

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

34 キタサンイナズマ 牡3青鹿56 四位 洋文�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 482－ 41：24．7 3．4�
22 アドマイヤスパーズ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466－ 41：25．44 23．3�
610 エーシンイェーガー 牡3黒鹿56 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 468－ 61：26．25 2．1�
712 サンライズベーダー 牡3黒鹿56 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 500± 01：26．51� 115．6�
23 ミラクルルーマー 牡3芦 56 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 518＋ 2 〃 クビ 11．1	
11 グレイングロース 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 492－ 61：26．6� 7．4

713 ハマノグレード 牡3鹿 56 酒井 学浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 490－ 4 〃 クビ 14．2�
59 ミカサパワー 牡3黒鹿56 国分 恭介西浦 和男氏 音無 秀孝 浦河 梅田牧場 460－ 21：26．92 97．3�
815 ラプタークルーズ 牡3栗 56 和田 竜二佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：27．53� 14．5
611 ショウナンカムリキ 牡3黒鹿56 国分 優作�湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム 510－ 21：27．71 94．1�
46 カシノレアネス 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 426± 0 〃 クビ 614．1�
47 オンワードマイケル 牡3栗 56 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 432＋ 4 〃 アタマ 237．2�
35 ゴーイングカリスマ 牡3栗 56 飯田 祐史田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 468± 01：28．65 301．3�
814 テイエムアイガー 牡3青鹿56 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 514－ 41：28．91� 142．0�
58 ネクタルブルー 牡3青鹿56 大庭 和弥 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 B472－121：29．11 58．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，234，300円 複勝： 38，268，500円 枠連： 9，548，800円
馬連： 33，330，300円 馬単： 30，521，200円 ワイド： 19，147，200円
3連複： 52，594，100円 3連単： 92，095，000円 計： 293，739，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 410円 � 110円 枠 連（2－3） 1，440円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 200円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 24，000円

票 数

単勝票数 計 182343 的中 � 42953（2番人気）
複勝票数 計 382685 的中 � 57876（2番人気）� 12579（7番人気）� 168001（1番人気）
枠連票数 計 95488 的中 （2－3） 4900（6番人気）
馬連票数 計 333303 的中 �� 5704（12番人気）
馬単票数 計 305212 的中 �� 2762（22番人気）
ワイド票数 計 191472 的中 �� 3852（14番人気）�� 29623（1番人気）�� 6179（8番人気）
3連複票数 計 525941 的中 ��� 14969（10番人気）
3連単票数 計 920950 的中 ��� 2833（72番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．4―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．6―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンイナズマ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．1．5 京都4着

2010．3．8生 牡3青鹿 母 モ ガ ミ ヒ メ 母母 モガミポイント 3戦1勝 賞金 7，200，000円

04052 2月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25京都2）第5日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30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700万円毎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

813 エアペイシェンス 牡7栗 60 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448＋ 23：33．7 3．8�
56 オースミムーン 牡4鹿 59 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 470＋ 63：33．8� 5．4�
33 � ウォークラウン 牡7鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 520＋ 23：33．9クビ 14．4�
11 ユウターチェイサー 牡5栗 60 小坂 忠士北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 466± 0 〃 クビ 15．0�
44 � シシャモフレンド 牝8鹿 58 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 488＋ 43：34．75 21．9�
68 オンワードシェルタ 牡7鹿 60 黒岩 悠中西 功氏 新川 恵 浦河 オンワード牧場 512＋103：34．8� 27．4	
812 リザーブカード 牡10鹿 60 山本 康志 
サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム 502－ 63：35．33 10．9�
711 スズカマジェスタ 牡5青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482± 03：36．15 10．0�
710 コスモソユーズ 牡5栗 60 五十嵐雄祐 
ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 504± 0 〃 ハナ 2．7
45 サーストンムーン 牡6鹿 60 浜野谷憲尚齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 510＋ 63：36．31	 142．4�
22 � シゲルゴユウサン 牡7鹿 60 田村 太雅森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 荻伏三好フ

アーム 484－ 83：36．72	 232．4�
69 シゲルハッサク 牡4芦 59 植野 貴也森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 458－243：36．8クビ 158．6�
57 オンワードデューク 牝5栗 58 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 470＋ 43：42．4大差 64．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，447，500円 複勝： 23，641，300円 枠連： 10，630，600円
馬連： 28，819，800円 馬単： 20，331，000円 ワイド： 14，078，700円
3連複： 44，675，500円 3連単： 69，654，400円 計： 226，278，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 210円 � 380円 枠 連（5－8） 860円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 480円 �� 850円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 15，860円

票 数

単勝票数 計 144475 的中 � 30407（2番人気）
複勝票数 計 236413 的中 � 36784（2番人気）� 31546（3番人気）� 13859（7番人気）
枠連票数 計 106306 的中 （5－8） 9168（3番人気）
馬連票数 計 288198 的中 �� 16267（4番人気）
馬単票数 計 203310 的中 �� 6184（7番人気）
ワイド票数 計 140787 的中 �� 7683（3番人気）�� 4022（12番人気）�� 3367（14番人気）
3連複票数 計 446755 的中 ��� 8105（14番人気）
3連単票数 計 696544 的中 ��� 3242（43番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．9－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアペイシェンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2009．1．18 京都4着

2006．3．3生 牡7栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ 障害：4戦2勝 賞金 20，800，000円



04053 2月9日 晴 良 （25京都2）第5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

35 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 448－ 41：36．5 2．7�
510� ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 486＋ 6 〃 クビ 3．2�
36 ロングローア 牡3栗 56 和田 竜二中井 敏雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤英牧場 496－ 6 〃 ハナ 14．2�
713 シゲルコウマザ 牝3芦 54 国分 恭介森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 414－ 21：36．81� 19．8�
48 ピエナインパクト 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 430－ 4 〃 ハナ 34．9�
23 ミッキーマンデー 牡3栗 56 幸 英明三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 456－ 41：36．9	 10．5�
816 タニノタキシード 牡3黒鹿56 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 462－ 81：37．0	 7．9	
59 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 454－ 41：37．1	 40．9

611 シンハディーパ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 416－ 4 〃 クビ 8．3�
714 テイエムオーライト 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム 452－ 41：37．2	 263．1
612 ウォーターチューン 牝3鹿 54 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 450＋101：37．3	 88．7�
11 ナリタエックス 牡3栗 56 熊沢 重文�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 454± 01：37．4� 43．9�
12 ルイーズシチー 牝3栗 54 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 442± 0 〃 ハナ 157．5�
24 ダンストゥナイト 牡3黒鹿56 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 474－ 21：37．5クビ 312．8�
815 クリノマナスル 牝3鹿 54 小林 徹弥栗本 博晴氏 日吉 正和 日高 日西牧場 430－ 61：38．13	 368．2�
47 モユルオモイ 牡3栗 56 国分 優作 �キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：38．31
 115．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，736，600円 複勝： 46，104，700円 枠連： 11，462，600円
馬連： 48，568，500円 馬単： 33，837，000円 ワイド： 27，155，400円
3連複： 71，423，500円 3連単： 111，554，200円 計： 373，842，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 280円 枠 連（3－5） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 190円 �� 520円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 237366 的中 � 70828（1番人気）
複勝票数 計 461047 的中 � 128824（1番人気）� 116531（2番人気）� 27502（6番人気）
枠連票数 計 114626 的中 （3－5） 24116（1番人気）
馬連票数 計 485685 的中 �� 93991（1番人気）
馬単票数 計 338370 的中 �� 31896（1番人気）
ワイド票数 計 271554 的中 �� 46499（1番人気）�� 11355（6番人気）�� 10223（9番人気）
3連複票数 計 714235 的中 ��� 35909（4番人気）
3連単票数 計1115542 的中 ��� 15004（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．1―48．7―1：01．0―1：13．3―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤツヨシ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．1．20 京都2着

2010．1．24生 牡3鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 2戦1勝 賞金 7，400，000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 フューチャステップ号

04054 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 � エイシンテキサス 牡3青 56 岩田 康誠平井 豊光氏 松元 茂樹 米 Redmon
Farm, LLC 488 ―1：12．7 1．6�

714 エリモタフネス 牡3青鹿56 川田 将雅山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 486 ―1：13．65 4．8�
12 ユウキチュモン 牡3黒鹿56 秋山真一郎雪本 秀樹氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 476 ―1：13．91� 48．0�
612 アグネスエリイ 牝3鹿 54 四位 洋文渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 492 ―1：14．32	 15．2�
815 トップメダリスト 牡3鹿 56 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454 ―1：14．83 91．0�
59 キシュウレパード 牝3黒鹿54 武 豊木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 426 ―1：15．22	 34．8	
48 パープルヘイロー 牝3鹿 54 国分 恭介中野 銀十氏 境 直行 日高 道見牧場 438 ― 〃 クビ 188．7

611 ジューンメイ 牡3鹿 56 川須 栄彦吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 484 ―1：15．3	 70．8�
36 ホシプリエール 牝3栗 54 国分 優作永井冨佐子氏 増本 豊 浦河 桑田 正己 500 ― 〃 アタマ 22．5�
510 ファスリエフパレス 牡3鹿 56 太宰 啓介小林 量氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 448 ―1：15．51 10．9
23 ドゥイットトーア 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 420 ―1：16．03 359．5�
35 ヴァイスドール 牝3芦 54 小坂 忠士村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 藤巻 則弘 422 ― 〃 ハナ 18．1�
24 ヒシコンドル 牡3鹿 56 幸 英明阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 528 ―1：16．21	 117．6�
47 コウユーキカンタロ 牡3栗 56 大庭 和弥加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 岡元 恒雄 472 ―1：16．3	 236．6�
713� グランソルシエール 牝3鹿 54 藤岡 佑介�Basic 畠山 吉宏 米 IEAH and

Alan Pesch 526 ―1：16．51	 21．7�
816 セイブルーム 牡3鹿 56 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 456 ―1：19．9大差 149．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，792，900円 複勝： 39，648，500円 枠連： 13，524，900円
馬連： 33，988，200円 馬単： 32，276，000円 ワイド： 18，390，600円
3連複： 44，664，900円 3連単： 85，090，800円 計： 286，376，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 620円 枠 連（1－7） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 180円 �� 870円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 187929 的中 � 96647（1番人気）
複勝票数 計 396485 的中 � 230610（1番人気）� 52347（2番人気）� 6130（8番人気）
枠連票数 計 135249 的中 （1－7） 34741（1番人気）
馬連票数 計 339882 的中 �� 77181（1番人気）
馬単票数 計 322760 的中 �� 60417（1番人気）
ワイド票数 計 183906 的中 �� 35746（1番人気）�� 4399（10番人気）�� 1774（23番人気）
3連複票数 計 446649 的中 ��� 11954（7番人気）
3連単票数 計 850908 的中 ��� 9145（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．2―36．2―48．3―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 ・（1，14）10（9，12）－（6，15）2－13（3，8）－5－（7，11）4＝16 4 ・（1，14）12（9，10）－2，15，6－（3，13）（8，5）－（4，7）11＝16

勝馬の
紹 介

�エイシンテキサス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Forest Wildcat 初出走

2010．2．28生 牡3青 母 Stylish Wildcat 母母 Style and Class 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイブルーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月9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 ローズミラクル号



04055 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5日 第7競走 ��
��1，800�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，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

66 アドマイヤケルソ 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496± 01：53．5 3．6�
88 トゥルーフレンド 牡4鹿 56 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 478± 0 〃 クビ 12．4�
55 アーセナルゴール 牡5鹿 57 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484－ 61：53．71� 13．8�
22 	 ミルクディッパー 牡4黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 560＋ 81：53．8クビ 5．8�
33 キ ク タ ロ ウ 牡4鹿 56 川須 栄彦国田 正忠氏 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 450＋ 6 〃 クビ 2．9�
44 プレミアクラウン 牡4鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 B512＋ 2 〃 ハナ 3．7	
77 タガノナパヴァレー 
4黒鹿56 秋山真一郎八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－101：54．33 33．0

11 ヤマニンティグル 牡5鹿 57 酒井 学土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B480－ 41：54．61� 96．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 19，392，800円 複勝： 34，361，600円 枠連： 発売なし
馬連： 44，567，500円 馬単： 30，678，400円 ワイド： 18，187，500円
3連複： 51，416，000円 3連単： 128，455，100円 計： 327，058，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 310円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 610円 �� 780円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 27，440円

票 数

単勝票数 計 193928 的中 � 43246（2番人気）
複勝票数 計 343616 的中 � 80336（2番人気）� 25740（5番人気）� 24019（6番人気）
馬連票数 計 445675 的中 �� 19140（9番人気）
馬単票数 計 306784 的中 �� 8939（14番人気）
ワイド票数 計 181875 的中 �� 7696（9番人気）�� 5814（11番人気）�� 2967（17番人気）
3連複票数 計 514160 的中 ��� 5751（19番人気）
3連単票数 計1284551 的中 ��� 3456（93番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．3―13．1―12．6―12．7―12．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．6―50．7―1：03．3―1：16．0―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4F50．2―3F37．5
1
3
4（1，2）－5（3，6）（7，8）・（4，2）8（1，5，7）6，3

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤケルソ �

父 アドマイヤドン �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．2．5 京都1着

2008．3．3生 牡5栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 8戦2勝 賞金 19，120，000円

04056 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

814� クラッシュアゲン 牡5黒鹿57 川須 栄彦浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 486－141：25．2 16．0�
33 ペガサスヒルズ 牡6栗 57 川田 将雅吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B482＋ 81：25．3	 2．5�
712 ミッキーヘネシー 牡4栃栗57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 484± 01：25．51
 10．2�
11 ブラックイレブン 牡6黒鹿57 国分 恭介吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 456－ 21：25．6
 22．7�
45 � エーシンバサラ 牡5青鹿57 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. 566＋ 41：25．7
 9．6�
610 ジョーラプター 牡4鹿 57 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 472－ 6 〃 ハナ 4．5	
22 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 456± 01：25．8クビ 109．9

34 モンサンミーティア 牡4鹿 57 太宰 啓介山下 新一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 472＋ 61：25．9
 29．9�
57 � エーシンクーフラン 牡4青 57 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 474＋ 1 〃 クビ 49．5�
711 スマートマーズ 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 456－ 41：26．0
 35．0
58 � ウィナーズマックス 牡4黒鹿57 五十嵐雄祐山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B488－101：26．53 250．2�
69 ツ バ キ 牝4鹿 55 川島 信二白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 470－ 4 〃 アタマ 316．0�
813 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 岩田 康誠上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 434± 01：26．71� 4．8�
46 スカイコンフォート 牡4青鹿57 藤岡 佑介小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 470＋181：27．23 68．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，416，500円 複勝： 43，759，300円 枠連： 13，357，000円
馬連： 56，823，400円 馬単： 36，983，600円 ワイド： 27，658，700円
3連複： 76，802，800円 3連単： 128，824，100円 計： 408，625，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 370円 � 130円 � 240円 枠 連（3－8） 410円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，920円 �� 560円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 46，500円

票 数

単勝票数 計 244165 的中 � 12081（6番人気）
複勝票数 計 437593 的中 � 22516（7番人気）� 139280（1番人気）� 40347（4番人気）
枠連票数 計 133570 的中 （3－8） 24465（1番人気）
馬連票数 計 568234 的中 �� 19937（8番人気）
馬単票数 計 369836 的中 �� 4475（24番人気）
ワイド票数 計 276587 的中 �� 9929（6番人気）�� 3348（20番人気）�� 12839（5番人気）
3連複票数 計 768028 的中 ��� 9777（19番人気）
3連単票数 計1288241 的中 ��� 2045（140番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．4―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―48．1―1：00．4―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クラッシュアゲン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sanglamore

2008．5．5生 牡5黒鹿 母 ゴールデンハピネス 母母 Ma Petite Jolie 11戦1勝 賞金 11，900，000円
初出走 JRA



04057 2月9日 晴 良 （25京都2）第5日 第9競走 ��
��1，800�つ ば き 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

66 サトノノブレス 牡3黒鹿56 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 494＋ 81：49．3 1．3�
55 ニシノアプレゲール 牡3芦 56 和田 竜二西山 茂行氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 456－ 61：49．61� 8．7�
77 アーマークラッド 牡3栗 56 秋山真一郎吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 2 〃 クビ 17．3�
44 レッドジゼル 牝3鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 448－ 21：49．81� 7．7�
11 ポイントキセキ 牝3栗 54 池添 謙一小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 502－ 41：49．9� 11．6�
33 ヤ マ ノ レ オ 	3栗 56 藤田 伸二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 464－ 61：50．11 45．6	
22 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 54 川田 将雅宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 450－ 21：50．2� 59．1

88 タマモプラネット 牡3芦 56 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 468＋ 8 〃 クビ 21．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，621，900円 複勝： 103，704，400円 枠連： 発売なし
馬連： 67，867，100円 馬単： 57，107，400円 ワイド： 27，339，600円
3連複： 74，107，900円 3連単： 252，062，500円 計： 619，810，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 270円 �� 630円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 376219 的中 � 234352（1番人気）
複勝票数 計1037044 的中 � 737252（1番人気）� 66979（3番人気）� 46869（5番人気）
馬連票数 計 678671 的中 �� 126948（2番人気）
馬単票数 計 571074 的中 �� 85623（2番人気）
ワイド票数 計 273396 的中 �� 40333（2番人気）�� 24979（4番人気）�� 8938（8番人気）
3連複票数 計 741079 的中 ��� 55495（4番人気）
3連単票数 計2520625 的中 ��� 88605（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―36．7―49．3―1：02．3―1：14．9―1：26．7―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 8（2，6）（1，7）（3，4，5） 4 ・（8，5）（2，6，7）（1，4）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノノブレス �

父 ディープインパクト �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．8．18 新潟1着

2010．3．18生 牡3黒鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 4戦2勝 賞金 22，812，000円

04058 2月9日 晴 良 （25京都2）第5日 第10競走 ��
��1，400�

う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走15時00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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

67 アルティシムス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 41：22．4 36．7�

810 ハーキュリーズ 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456＋14 〃 ハナ 7．4�
22 ウインスラッガー 牡4栗 57 和田 竜二�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 506－ 21：22．61� 8．2�
55 ウイングザムーン 牝4鹿 55 飯田 祐史�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 472＋ 6 〃 クビ 14．0�
44 タガノザイオン 牡6鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B494－ 21：22．7	 6．0	
79 エクスクライム 牡4栗 57 藤田 伸二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 450－ 21：22．91	 45．4

811 アナスタシアブルー 牝4鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：23．0クビ 13．3�
33 ロードガルーダ 牡4青 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 510－ 21：23．1
 1．8�
78 マイネボヌール 牝4青鹿55 幸 英明 �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 458－ 21：23．2
 76．2
66 デ コ ル テ 牝6黒鹿55 池添 謙一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 472－ 41：23．62	 26．1�
11 ヒ ー ラ 牝4鹿 55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 426＋ 2 〃 ハナ 203．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，589，700円 複勝： 88，903，700円 枠連： 20，228，200円
馬連： 97，622，500円 馬単： 73，348，300円 ワイド： 38，877，100円
3連複： 120，889，900円 3連単： 286，273，100円 計： 769，732，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，670円 複 勝 � 1，370円 � 300円 � 290円 枠 連（6－8） 2，650円

馬 連 �� 9，950円 馬 単 �� 26，490円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 2，820円 �� 750円

3 連 複 ��� 19，830円 3 連 単 ��� 185，820円

票 数

単勝票数 計 435897 的中 � 9371（8番人気）
複勝票数 計 889037 的中 � 14506（9番人気）� 84434（4番人気）� 87010（2番人気）
枠連票数 計 202282 的中 （6－8） 5640（10番人気）
馬連票数 計 976225 的中 �� 7248（24番人気）
馬単票数 計 733483 的中 �� 2044（55番人気）
ワイド票数 計 388771 的中 �� 4149（22番人気）�� 3307（28番人気）�� 13437（8番人気）
3連複票数 計1208899 的中 ��� 4501（49番人気）
3連単票数 計2862731 的中 ��� 1137（352番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―11．9―11．7―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．4―48．3―1：00．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティシムス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 End Sweep デビュー 2010．10．10 京都1着

2008．3．2生 牡5鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 21戦4勝 賞金 52，899，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 マイネボヌール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



04059 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5日 第11競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，24．2．11以降25．2．3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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

713 メテオロロジスト 牡6栗 56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 514＋101：57．8 8．8�

714 スタッドジェルラン 牡7栗 56 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 502＋ 4 〃 クビ 19．7�
12 セ イ リ オ ス 牡6鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B492－101：57．9クビ 33．7�
510 タイセイシュバリエ 牡4芦 54 岩田 康誠田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 4 〃 クビ 6．2�
815 フ リ ソ 牡7鹿 55 上村 洋行藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 496－ 2 〃 アタマ 28．7	
816 クラシカルノヴァ 牡5黒鹿56 幸 英明岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 486＋ 6 〃 ハナ 3．6

35 パワーストラグル 牡7黒鹿56 藤田 伸二 �グリーンファーム加藤 征弘 新冠 田渕牧場 466－ 41：58．0クビ 74．1�
24 ナイスミーチュー 牡6鹿 56 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：58．1� 4．9�
59 � メダリアビート 牡7黒鹿54 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 474－ 2 〃 アタマ 65．1
612 グラッツィア 牡5鹿 56 和田 竜二山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492＋14 〃 ハナ 4．4�
611 タマモクリエイト 牡8鹿 52 川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 530＋ 61：58．3� 141．4�
47 ボ レ ア ス 牡5鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480＋141：58．61� 25．3�
23 	 チョイワルグランパ 牡7黒鹿53 大庭 和弥�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B516＋ 6 〃 ハナ 19．1�
36 � イ ン バ ル コ 牡7鹿 57．5 酒井 学藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B530＋121：59．34 75．8�
48 スリーアリスト 牡8栗 53 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 510＋ 4 〃 ハナ 124．7�
11 ナニハトモアレ 牡7黒鹿54 太宰 啓介北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 516－ 4 （競走中止） 93．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，092，300円 複勝： 81，028，900円 枠連： 50，928，200円
馬連： 222，110，900円 馬単： 111，771，000円 ワイド： 78，129，500円
3連複： 302，262，300円 3連単： 539，167，600円 計： 1，432，490，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 370円 � 570円 � 690円 枠 連（7－7） 6，600円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 4，450円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 90，320円 3 連 単 ��� 420，180円

票 数

単勝票数 計 470923 的中 � 42276（5番人気）
複勝票数 計 810289 的中 � 61556（5番人気）� 36716（6番人気）� 29605（9番人気）
枠連票数 計 509282 的中 （7－7） 5695（25番人気）
馬連票数 計2221109 的中 �� 25862（23番人気）
馬単票数 計1117710 的中 �� 7080（39番人気）
ワイド票数 計 781295 的中 �� 9118（27番人気）�� 4302（43番人気）�� 3026（54番人気）
3連複票数 計3022623 的中 ��� 2470（183番人気）
3連単票数 計5391676 的中 ��� 947（855番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．0―12．6―12．8―12．9―12．3―12．2―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．8―17．8―29．8―42．4―55．2―1：08．1―1：20．4―1：32．6―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メテオロロジスト �
�
父 Golden Missile �

�
母父 Storm Cat デビュー 2010．2．6 京都1着

2007．3．3生 牡6栗 母 バイユーストーム 母母 At the Half 13戦5勝 賞金 74，607，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔競走中止〕 ナニハトモアレ号は，発走直後につまずき，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エアマックール号・タガノエルシコ号・ナリタシルクロード号・バックトゥジエース号・バトルドンジョン号・

プレファシオ号・ワンダーポデリオ号

04060 2月9日 晴 稍重 （25京都2）第5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）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

57 ダートムーア 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：52．7 3．8�
34 トップコマチ 牝8鹿 55 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452＋ 21：53．12� 32．3�
814 ポップアイコン 牝4栗 54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム 464－121：53．31 2．4�
45 カシュカシュ 牝4鹿 54 国分 優作松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 438＋101：53．51� 15．3�
46 クローバーリーフ 牝5鹿 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 クビ 8．7�
711 デルマイザナミ 牝4鹿 54 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 432－ 61：53．71� 37．1	
58 コウエイテンプウ 牝7鹿 55 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 502＋101：53．91� 98．8

813� ラヴフェアリー 牝5鹿 55 国分 恭介村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 448＋ 41：54．0	 58．2�
22 アグネスダリム 牝4栗 54 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 446－ 41：54．31	 12．4�
33 プリティカポレイ 牝6鹿 55 秋山真一郎横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 4 〃 ハナ 25．3
712 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿54 武 豊中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 504＋ 61：54．4クビ 17．4�
69 スエヒロジュピター 牝5鹿 55 小林 徹弥�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム 518－ 41：54．82� 390．0�
11 エ デ ィ ン 牝4栗 54 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 41：55．01� 8．3�
610 サンマルリジイ 牝4黒鹿54 川島 信二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 490－ 61：55．21� 230．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，345，900円 複勝： 56，835，900円 枠連： 28，261，300円
馬連： 102，352，200円 馬単： 61，017，700円 ワイド： 42，461，800円
3連複： 140，433，300円 3連単： 245，386，300円 計： 711，094，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 500円 � 120円 枠 連（3－5） 2，620円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 190円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 38，280円

票 数

単勝票数 計 343459 的中 � 73140（2番人気）
複勝票数 計 568359 的中 � 136086（2番人気）� 16456（9番人気）� 173476（1番人気）
枠連票数 計 282613 的中 （3－5） 7964（10番人気）
馬連票数 計1023522 的中 �� 10042（26番人気）
馬単票数 計 610177 的中 �� 3679（40番人気）
ワイド票数 計 424618 的中 �� 6298（18番人気）�� 73021（1番人気）�� 7130（16番人気）
3連複票数 計1404333 的中 ��� 21639（11番人気）
3連単票数 計2453863 的中 ��� 4731（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．0―49．7―1：02．5―1：15．0―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダートムーア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．7．17 新潟4着

2008．2．12生 牝5鹿 母 カーリーパッション 母母 ダイナカール 22戦4勝 賞金 62，907，000円
［他本会外：1戦0勝］



（25京都2）第5日 2月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 162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

202，220，000円
5，980，000円
1，180，000円
18，330，000円
60，841，000円
4，838，600円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
317，125，800円
682，244，400円
175，797，600円
803，734，700円
545，107，600円
348，014，300円
1，077，237，600円
2，137，563，300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 6，086，825，300円

総入場人員 13，720名 （有料入場人員 12，223名）
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