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04013 2月2日 曇 良 （26京都2）第2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

36 マ ー シ レ ス 牡3栗 56 岩田 康誠窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 442－ 61：13．0 8．7�
48 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± 01：13．21� 4．2�
23 エンジェヌー 牝3青鹿54 C．デムーロ 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 466－ 41：13．3� 4．5�
（伊）

611 スイープアロー 牡3栗 56 小牧 太矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 484－101：13．93� 13．3�
714 ワンダーバリデス �3栗 56 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 タニグチ牧場 432＋ 21：14．22 529．5�
35 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 488－ 61：14．51� 170．3	
612 マ ッ セ ナ 牡3鹿 56 浜中 俊 
サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 456－ 41：14．6� 2．5�
59 エイユーバーチョ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 436＋ 81：14．81� 316．0�
47 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 武 豊武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492－ 41：15．11� 17．3
510 ヴェアリアスハート 牡3鹿 56 荻野 琢真小林 秀樹氏 梅田 智之 浦河 村中牧場 482± 0 〃 アタマ 46．7�
816 ダイシンウィン 牡3鹿 56 吉田 隼人大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 490－ 81：15．41� 120．1�
11 エスケイキング 牡3青鹿56 高倉 稜廣嶋 誠二氏 清水 出美 浦河 中神牧場 472－ 2 〃 クビ 153．4�
713 アップルシェア 牝3鹿 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 448－ 41：15．5� 42．0�
815 テイエムスイテン 牡3芦 56

54 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 千代田牧場 508－181：16．67 271．8�
24 シゲルセッツ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二森中 蕃氏 服部 利之 浦河 市正牧場 434－ 41：16．7� 372．4�
12 オーミシャンクス 牡3黒鹿56 後藤 浩輝岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 506＋ 61：17．33� 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，971，600円 複勝： 46，027，500円 枠連： 10，510，900円
馬連： 49，896，600円 馬単： 32，576，600円 ワイド： 27，121，200円
3連複： 84，248，100円 3連単： 133，865，700円 計： 406，218，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 190円 � 160円 � 150円 枠 連（3－4） 1，100円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 550円 �� 500円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 12，630円

票 数

単勝票数 計 219716 的中 � 20020（4番人気）
複勝票数 計 460275 的中 � 57776（4番人気）� 75909（3番人気）� 92985（2番人気）
枠連票数 計 105109 的中 （3－4） 7056（5番人気）
馬連票数 計 498966 的中 �� 22062（6番人気）
馬単票数 計 325766 的中 �� 6772（15番人気）
ワイド票数 計 271212 的中 �� 11762（6番人気）�� 13413（5番人気）�� 18638（4番人気）
3連複票数 計 842481 的中 ��� 32875（4番人気）
3連単票数 計1338657 的中 ��� 7826（37番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．7―47．8―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ー シ レ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．5．16生 牡3栗 母 スイートリトリート 母母 Aptostar 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔騎手変更〕 エイユーバーチョ号の騎手原田敬伍は，病気のため城戸義政に変更。
〔制裁〕 エイユーバーチョ号に騎乗予定の原田敬伍は，体重調整が出来ず，騎手変更となったことについて平成26年2月3日から

平成26年3月4日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミシャンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月2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2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） 1頭 アロージェネシス号
※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。

04014 2月2日 曇 良 （26京都2）第2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

47 アグネスオラシオン 牡3芦 56 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 568＋ 21：55．1 4．1�
23 オ ル ド リ ン 牡3黒鹿56 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B460＋ 41：55．31� 8．5�

（伊）

11 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 516－ 41：55．4� 23．4�

35 メイショウキホーテ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 450＋ 2 〃 ハナ 23．6�
713 アクアマリンブレス 牡3黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：55．71� 2．6�
24 タガノヴィグラス 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 566＋101：55．91 11．8	
36 シャッツクヴェレ 牡3青鹿56 松山 弘平青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 478－ 21：56．0� 4．1

12 エスケイオスカー 牡3鹿 56 太宰 啓介廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 498＋ 41：56．1� 92．7�
714 ジュエルハートコン 牝3鹿 54 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 454－ 41：56．84 285．5�
611 ジェニファー 牝3鹿 54 秋山真一郎橋場 勇二氏 清水 出美 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 21：57．75 188．0
815 セルリアンジェダイ 牡3栗 56 小牧 太�イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 464－ 41：57．91� 47．0�
59 ハギノアルソーレ 牡3栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋161：58．53� 249．9�
612 グッドバディー 牡3栗 56 後藤 浩輝�まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 456－ 41：59．13� 84．1�
816 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 国分 優作江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 474－142：01．4大差 35．5�
510 ゴットジャジャ 牝3黒鹿54 松田 大作後藤 進氏 木原 一良 浦河 金成吉田牧場 454－ 62：01．61� 403．6�
48 アスカティンバー 牝3鹿 54 高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 452－ 22：03．09 345．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，404，300円 複勝： 38，235，700円 枠連： 13，122，200円
馬連： 46，913，000円 馬単： 32，686，200円 ワイド： 25，216，200円
3連複： 66，576，600円 3連単： 111，815，500円 計： 357，969，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 330円 � 580円 枠 連（2－4） 1，160円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，410円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 14，350円 3 連 単 ��� 55，020円

票 数

単勝票数 計 234043 的中 � 45770（2番人気）
複勝票数 計 382357 的中 � 72611（3番人気）� 28627（4番人気）� 14424（6番人気）
枠連票数 計 131222 的中 （2－4） 8353（6番人気）
馬連票数 計 469130 的中 �� 15047（9番人気）
馬単票数 計 326862 的中 �� 5595（15番人気）
ワイド票数 計 252162 的中 �� 8323（7番人気）�� 4399（15番人気）�� 1925（27番人気）
3連複票数 計 665766 的中 ��� 3426（40番人気）
3連単票数 計1118155 的中 ��� 1500（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．5―49．6―1：02．8―1：16．0―1：29．1―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．1
1
3
4，15，7（6，13）（8，12）（3，16）（5，14）－1，9，2－11，10
4，15，7（6，13，12）（3，1）5－14（8，2，16）（11，9）＝10

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

勝馬の
紹 介

アグネスオラシオン �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．23 阪神2着

2011．3．22生 牡3芦 母 アグネスラック 母母 アグネスセレーネー 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アユメライトアップ号・ゴットジャジャ号・アスカティンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成26年3月2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。
（非抽選馬） 1頭 メジャーホープ号
※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２日



04015 2月2日 曇 良 （26京都2）第2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）

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

612 メイショウオセアン 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 538－ 61：25．3 8．7�
36 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 D．バルジュー 岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 486－ 41：25．4� 5．8�

（伊）

713 メジャースタイル 牡3黒鹿56 浜中 俊有限会社シルク佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 81：25．82� 2．1�
714 コスモフラッグ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 450＋ 2 〃 クビ 39．9�
510 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± 01：26．01 41．2	
47 シゲルヒタチ 牡3栗 56 藤田 伸二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 470－ 21：26．1� 129．5

59 シュンブレイン 牡3栗 56 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 468＋ 21：26．31� 20．1�
48 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿56 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 498＋ 21：26．4クビ 15．5�
611 マルカシグナス �3芦 56

55 ☆菱田 裕二河長産業 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 466± 01：26．5� 13．5�
12 バイスブルー 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 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 508＋101：26．71� 73．9�

816 カネトシハッカー 牡3鹿 56 後藤 浩輝兼松 昌男氏 田中 章博 新ひだか 井高牧場 474± 01：26．8� 11．5�
35 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56 �島 良太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 466± 0 〃 クビ 361．8�
815 ゼンノステルス 牡3芦 56 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 454± 01：26．9� 8．1�
11 ジョウショーキラー 牡3鹿 56 川須 栄彦熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 B444－ 41：27．11 209．3�
23 ステラマリーン 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 450－161：27．73� 123．0�
24 イ チ ザ ブ イ 牡3黒鹿56 国分 優作奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか キヨタケ牧場 512＋ 21：29．8大差 324．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，666，600円 複勝： 54，072，100円 枠連： 17，242，900円
馬連： 56，689，600円 馬単： 36，857，400円 ワイド： 33，352，100円
3連複： 85，867，600円 3連単： 130，635，600円 計： 445，383，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 180円 � 120円 枠 連（3－6） 1，360円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 590円 �� 390円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 306666 的中 � 28085（4番人気）
複勝票数 計 540721 的中 � 44991（4番人気）� 72799（3番人気）� 165162（1番人気）
枠連票数 計 172429 的中 （3－6） 9418（5番人気）
馬連票数 計 566896 的中 �� 21549（7番人気）
馬単票数 計 368574 的中 �� 7606（10番人気）
ワイド票数 計 333521 的中 �� 12875（6番人気）�� 21163（3番人気）�� 31797（2番人気）
3連複票数 計 858676 的中 ��� 37753（2番人気）
3連単票数 計1306356 的中 ��� 6823（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．7―48．0―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオセアン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．12．7 阪神5着

2011．4．22生 牡3鹿 母 メイショウハイパス 母母 ハイパスチャー 4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインネオルーラー号・テイエムペガサス号
※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。

04016 2月2日 曇 良 （26京都2）第2日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時25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
1：09．1
1：08．7

重
重

33 コーリンベリー 牝3栗 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 460－ 21：11．6 15．0�
78 � ナンチンノン 牡3栗 56 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 504＋ 21：11．81� 24．3�
811 メイショウワコン 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 490＋ 2 〃 アタマ 4．1�
66 ドリームカイザー 牡3栗 56 藤田 伸二セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 488－ 61：12．22� 2．5�
67 ピクニックソング 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 440± 01：12．41� 55．2�
22 メイショウカフウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 476± 01：12．5� 15．5	
44 コパノハリー 牡3栗 56 C．デムーロ 小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 442－ 81：12．6� 8．1


（伊）

79 	 コパノサムタイム 牡3鹿 56 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 438＋ 41：12．91� 199．5�
810 ハニードント 牝3栗 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 448－ 21：13．53� 95．2�
55 ペイシャモンシェリ 牡3鹿 56 秋山真一郎北所 直人氏 野村 彰彦 平取 赤石牧場 456＋ 21：14．03 3．7
11 グランベラミ 牝3鹿 54 岩田 康誠飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 444＋ 41：14．21� 77．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，180，100円 複勝： 57，753，500円 枠連： 11，602，100円
馬連： 59，051，100円 馬単： 41，852，900円 ワイド： 30，590，000円
3連複： 83，377，100円 3連単： 165，838，100円 計： 483，244，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 430円 � 770円 � 210円 枠 連（3－7） 12，710円

馬 連 �� 14，850円 馬 単 �� 32，110円

ワ イ ド �� 3，970円 �� 1，110円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 169，520円

票 数

単勝票数 計 331801 的中 � 17464（5番人気）
複勝票数 計 577535 的中 � 33114（6番人気）� 16774（7番人気）� 92313（3番人気）
枠連票数 計 116021 的中 （3－7） 674（27番人気）
馬連票数 計 590511 的中 �� 2935（30番人気）
馬単票数 計 418529 的中 �� 962（63番人気）
ワイド票数 計 305900 的中 �� 1848（31番人気）�� 6959（13番人気）�� 4776（17番人気）
3連複票数 計 833771 的中 ��� 3813（41番人気）
3連単票数 計1658381 的中 ��� 722（326番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―12．0―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリンベリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2013．8．3 小倉11着

2011．4．13生 牝3栗 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 3戦2勝 賞金 12，200，000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。



04017 2月2日 曇 良 （26京都2）第2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

713 ネオヴァリアント 牡3鹿 56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 476－ 61：36．9 9．5�
611 プリンセスアスク 牝3青鹿54 武 豊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 444－ 61：37．0� 4．8�
12 アドマイヤウイング 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456－ 41：37．1� 3．4�
48 ブレイクアウト 牡3青鹿56 松田 大作安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484＋10 〃 クビ 6．2�
24 ビブラビブレ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 410± 01：37．31� 5．3�
36 メイショウラバンド 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 432± 0 〃 ハナ 7．4	
11 サザンキング 牡3芦 56 D．バルジュー 南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 460－ 81：37．51� 160．8


（伊）

816 ティップトップ 牝3鹿 54 秋山真一郎 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 476－ 61：37．71� 31．7�

47 アイリッシュハープ 牝3栗 54 C．デムーロ �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋261：37．8� 15．4�

（伊）

612 ホッコーホウオウ 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム B450± 0 〃 ハナ 147．6
510 トゥルースカイ 牡3鹿 56 後藤 浩輝宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 470－ 41：38．01� 32．0�
815 バフチサライ 牡3芦 56

55 ☆菱田 裕二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 ハナ 92．9�
59 ドリームノート 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B452－ 61：38．31� 339．4�
35 テイエムデザイヤー 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 430－ 61：38．72� 195．8�
23 リュクスラブ 牝3黒鹿54 小牧 太田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 424－121：38．8� 309．1�
714 ライブリアヴニール 牡3栗 56 藤田 伸二加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 462＋ 4 〃 クビ 268．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，885，200円 複勝： 58，101，200円 枠連： 15，859，100円
馬連： 67，382，600円 馬単： 39，845，700円 ワイド： 32，441，800円
3連複： 94，570，000円 3連単： 157，789，300円 計： 495，874，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 180円 � 140円 枠 連（6－7） 2，000円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 750円 �� 640円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 21，200円

票 数

単勝票数 計 298852 的中 � 24904（6番人気）
複勝票数 計 581012 的中 � 48509（6番人気）� 87496（2番人気）� 133001（1番人気）
枠連票数 計 158591 的中 （6－7） 5856（11番人気）
馬連票数 計 673826 的中 �� 23476（11番人気）
馬単票数 計 398457 的中 �� 5915（25番人気）
ワイド票数 計 324418 的中 �� 10225（12番人気）�� 12182（8番人気）�� 23067（1番人気）
3連複票数 計 945700 的中 ��� 26315（8番人気）
3連単票数 計1577893 的中 ��� 5494（78番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．9―12．8―12．7―12．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―36．0―48．8―1：01．5―1：14．0―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァリアント �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．10．19 京都2着

2011．4．27生 牡3鹿 母 ネオベローナ 母母 オレンジジェラート 4戦1勝 賞金 8，550，000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。

04018 2月2日 曇 良 （26京都2）第2日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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

611 トーセンマタコイヤ 牡3青鹿56 C．デムーロ 島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462 ―2：03．0 2．7�
（伊）

47 ウエスタンパレード 牡3栗 56 和田 竜二 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 482 ―2：03．32 7．0�
34 サンジェナーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �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 518 ―2：03．4� 11．3�
815 マサノジュエリー 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 458 ―2：03．5クビ 240．2	
713 スワーヴカイザー 牡3青 56 浜中 俊諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 524 ―2：03．81� 5．6

58 ミヤビソーダライト 牝3黒鹿54 秋山真一郎村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 464 ― 〃 クビ 60．1�
814 ダ イ ナ ソ ア 牡3鹿 56 D．バルジュー 岡田 牧雄氏 清水 久詞 日高 宝寄山 忠則 466 ―2：04．11� 9．5�

（伊）

46 トレノカチドキ 牡3栗 56 吉田 隼人廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 456 ―2：04．31� 10．9
610 サトピーオスカル 牡3青鹿56 小林 徹弥�LS.M 森 秀行 新ひだか 大典牧場 460 ―2：04．93� 80．0�
11 アカイスイセイ 牡3鹿 56 武 豊�野 智博氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 430 ―2：05．22 5．9�
59 ウインレーヌ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二�ウイン 手塚 貴久 日高 川端 正博 448 ―2：05．3� 178．6�
22 ハッピーウィンド 牝3栗 54 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 452 ―2：05．4� 62．7�
35 ト ラ ヴ ィ ス 牡3鹿 56

54 △藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 498 ―2：05．71� 20．1�
712 サンバカーニバル 牝3栗 54 高倉 稜髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 456 ―2：08．0大差 219．3�
23 ヤマイチリーダー 牡3黒鹿56 藤田 伸二坂本 肇氏 中村 均 森 笹川大晃牧場 514 ―2：10．5大差 293．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，695，300円 複勝： 47，056，900円 枠連： 17，051，000円
馬連： 57，566，900円 馬単： 36，802，800円 ワイド： 28，095，000円
3連複： 78，207，200円 3連単： 125，310，500円 計： 422，785，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 280円 枠 連（4－6） 730円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 510円 �� 570円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 326953 的中 � 96202（1番人気）
複勝票数 計 470569 的中 � 119758（1番人気）� 53923（4番人気）� 35950（6番人気）
枠連票数 計 170510 的中 （4－6） 17451（1番人気）
馬連票数 計 575669 的中 �� 34187（3番人気）
馬単票数 計 368028 的中 �� 14180（4番人気）
ワイド票数 計 280950 的中 �� 14115（3番人気）�� 12439（5番人気）�� 5827（18番人気）
3連複票数 計 782072 的中 ��� 16953（9番人気）
3連単票数 計1253105 的中 ��� 6959（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．0―13．2―12．7―12．7―12．1―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―37．6―50．8―1：03．5―1：16．2―1：28．3―1：39．9―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンマタコイヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away 初出走

2011．1．28生 牡3青鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 トラヴィス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマイチリーダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月2日まで平地競

走に出走できない。
※トレノカチドキ号・ミヤビソーダライト号は，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。



04019 2月2日 曇 良 （26京都2）第2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

89 � サウンドビガレス 牡5栗 57
56 ☆菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 482－ 21：52．7 2．6�
78 スズカルパン 牡5鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470－ 61：52．8� 3．9�
22 � エーシンザヘッド 牡4栗 56 C．デムーロ�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners 474－ 61：53．01� 2．7�
（伊）

11 デスティニーシチー 牡4栗 56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 470＋ 41：53．74 10．4�
66 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 476－ 21：53．91� 24．8�
33 	 ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 太宰 啓介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 468＋ 2 〃 クビ 255．6	
77 � サダルメリク 牡7鹿 57 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 480± 01：54．11� 30．3

810 ミッキーエール 牡5栗 57 高倉 稜野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：55．48 25．5�
44 バイオレットムーン 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 536± 01：56．14 170．4�
55 ゲットハッピー 牡6黒鹿57 岩田 康誠ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 480＋ 21：56．2クビ 46．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，671，200円 複勝： 40，535，200円 枠連： 13，057，200円
馬連： 53，563，100円 馬単： 42，880，600円 ワイド： 27，149，000円
3連複： 80，967，900円 3連単： 192，869，700円 計： 479，693，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 170円 �� 150円 �� 190円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 286712 的中 � 87080（1番人気）
複勝票数 計 405352 的中 � 110865（1番人気）� 77350（3番人気）� 106498（2番人気）
枠連票数 計 130572 的中 （7－8） 24377（2番人気）
馬連票数 計 535631 的中 �� 79343（2番人気）
馬単票数 計 428806 的中 �� 33499（3番人気）
ワイド票数 計 271490 的中 �� 38417（2番人気）�� 52352（1番人気）�� 32255（3番人気）
3連複票数 計 809679 的中 ��� 207794（1番人気）
3連単票数 計1928697 的中 ��� 81518（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．0―12．6―13．4―12．9―12．2―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．0―49．6―1：03．0―1：15．9―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．8
1
3
・（6，5）1（2，9）－7，10（4，8）－3・（6，5）9（1，7）2，8（4，10）3

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

勝馬の
紹 介

�サウンドビガレス �
�
父 Flashy Bull �

�
母父 Strawberry Road デビュー 2011．12．4 阪神1着

2009．4．20生 牡5栗 母 Berriesfromheaven 母母 Heaven for Bid 20戦3勝 賞金 33，790，000円
〔制裁〕 ヤマカツポセイドン号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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。

04020 2月2日 晴 良 （26京都2）第2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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

33 エイシンパラダイス 牝4栗 55 藤田 伸二平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 460－ 41：12．6 3．6�
812 マウントフジ 牝6鹿 55 後藤 浩輝 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 436＋ 4 〃 クビ 11．7�
67 ファインスカイ 牝4鹿 55 小牧 太 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 470± 01：13．02� 3．6�
55 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460－ 41：13．32 8．2�
811 ドリームバラード 牝5黒鹿55 岩田 康誠ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B458－ 61：13．51� 30．6�
68 ジーブラック 牝4芦 55 浜中 俊�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 440－ 21：13．6� 3．5	
56 タガノプラージュ 牝5黒鹿55 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 0 〃 アタマ 37．4

11 フェブマルコ 牝4栗 55

54 ☆中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 446＋ 2 〃 アタマ 92．3�
22 タイセイクインス 牝5青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 480± 0 〃 ハナ 15．8�
79 ボストンビリーヴ 牝4栗 55

52 ▲森 一馬ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470＋ 61：13．81� 17．5
44 セイントデジタル 牝4栗 55

53 △藤懸 貴志中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 458－ 21：14．43� 184．5�

710� アカネチャン 牝5鹿 55
54 ☆菱田 裕二泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 446± 01：14．82� 126．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，286，500円 複勝： 57，253，300円 枠連： 22，268，800円
馬連： 77，341，700円 馬単： 49，838，900円 ワイド： 36，825，900円
3連複： 104，421，800円 3連単： 194，103，000円 計： 572，339，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 210円 � 140円 枠 連（3－8） 1，380円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 660円 �� 250円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 12，330円

票 数

単勝票数 計 302865 的中 � 67923（2番人気）
複勝票数 計 572533 的中 � 122076（1番人気）� 57125（5番人気）� 119333（2番人気）
枠連票数 計 222688 的中 （3－8） 11985（7番人気）
馬連票数 計 773417 的中 �� 26821（8番人気）
馬単票数 計 498389 的中 �� 11090（14番人気）
ワイド票数 計 368259 的中 �� 12499（8番人気）�� 43722（1番人気）�� 15270（6番人気）
3連複票数 計1044218 的中 ��� 44861（3番人気）
3連単票数 計1941030 的中 ��� 11618（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．8―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 12，3（5，8）（2，10）（9，7）1，6（4，11） 4 12，3（5，8）10（2，7）11（1，9）6，4

勝馬の
紹 介

エイシンパラダイス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2012．12．24 阪神2着

2010．4．24生 牝4栗 母 エイシンサンバレー 母母 エイシンサイレンス 8戦2勝 賞金 19，050，000円



04021 2月2日 晴 良 （26京都2）第2日 第9競走 ��1，800�
か す が

春 日 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

22 ダノンフェニックス 牡6黒鹿57 C．デムーロ�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460－ 41：48．2 2．4�
（伊）

55 ラスカルスピード 牡4鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458－ 21：48．41� 14．9�
66 サンレガーロ 牝6鹿 55 後藤 浩輝青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 440＋ 2 〃 クビ 27．3�
33 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 494＋ 41：48．5� 43．9�
11 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 古川 吉洋 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 2 〃 アタマ 33．5	
78 アルバタックス 牡4栗 56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 506＋ 61：48．6� 3．4

811 フェータルローズ 牝5栗 55 吉田 隼人兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 450＋16 〃 ハナ 77．9�
810 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 496－ 41：49．23� 57．2�
67 ラブラバード 牡4芦 56 岩田 康誠 �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 502＋ 41：49．3� 10．7
79 サイモンラムセス 牡4鹿 56 武 豊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 440－ 41：49．51 4．9�
44 シルクキングリー 牡5鹿 57 菱田 裕二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 480± 01：49．6� 16．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，559，100円 複勝： 72，338，000円 枠連： 28，407，600円
馬連： 105，691，500円 馬単： 72，608，800円 ワイド： 48，825，600円
3連複： 149，887，100円 3連単： 315，618，400円 計： 835，936，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 330円 � 470円 枠 連（2－5） 1，800円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 600円 �� 880円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 43，010円

票 数

単勝票数 計 425591 的中 � 143181（1番人気）
複勝票数 計 723380 的中 � 212080（1番人気）� 46740（6番人気）� 30114（7番人気）
枠連票数 計 284076 的中 （2－5） 11654（7番人気）
馬連票数 計1056915 的中 �� 51057（6番人気）
馬単票数 計 726088 的中 �� 25846（8番人気）
ワイド票数 計 488256 的中 �� 21311（6番人気）�� 13746（9番人気）�� 2851（35番人気）
3連複票数 計1498871 的中 ��� 8825（40番人気）
3連単票数 計3156184 的中 ��� 5416（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―36．8―49．0―1：01．3―1：12．9―1：24．5―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェニックス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2011．2．5 京都1着

2008．4．13生 牡6黒鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 21戦3勝 賞金 65，039，000円
〔制裁〕 フェータルローズ号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4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。

04022 2月2日 晴 良 （26京都2）第2日 第10競走 ��2，400�
しょうらい

松籟ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，25．1．26以降26．1．26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
2：22．6
2：22．1

良
良

44 ラストインパクト 牡4青鹿56 岩田 康誠有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 22：31．2 1．7�

66 サフランディライト 牡6鹿 55 川須 栄彦海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 490－ 42：31．41 24．6�
810 マイネルアイザック 牡5黒鹿55 C．デムーロ �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 456－ 22：31．5� 5．8�
（伊）

811 ツルミプラチナム 牡7黒鹿54 浜中 俊�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 478＋ 2 〃 クビ 20．5�
11 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿54 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 62：31．6� 58．8	
33 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 432－ 22：31．81� 6．2

79 エクセリオン 牡7芦 52 菱田 裕二岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472－ 22：32．11� 359．5�
67 トウカイオーロラ 牡7黒鹿54 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484＋ 2 〃 アタマ 94．4�
78 ヤマイチパートナー 牡4栗 54 武 豊坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 484－ 8 〃 クビ 11．7
22 ヴィクトリースター 牡6鹿 55 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 472＋102：32．42 15．1�
55 ナリタパイレーツ 牡4鹿 54 小牧 太�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 438－ 62：32．93 18．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，659，800円 複勝： 91，238，600円 枠連： 27，638，200円
馬連： 139，986，700円 馬単： 98，286，700円 ワイド： 62，206，100円
3連複： 183，470，300円 3連単： 425，719，500円 計： 1，087，205，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 370円 � 160円 枠 連（4－6） 1，450円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 720円 �� 240円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計 586598 的中 � 279699（1番人気）
複勝票数 計 912386 的中 � 319621（1番人気）� 40443（8番人気）� 142594（2番人気）
枠連票数 計 276382 的中 （4－6） 14144（6番人気）
馬連票数 計1399867 的中 �� 58590（8番人気）
馬単票数 計 982867 的中 �� 35700（8番人気）
ワイド票数 計 622061 的中 �� 19843（8番人気）�� 76699（1番人気）�� 11025（18番人気）
3連複票数 計1834703 的中 ��� 53084（11番人気）
3連単票数 計4257195 的中 ��� 33313（26番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．5―13．8―13．8―13．4―13．4―13．5―12．5―12．0―10．6―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．7―37．2―51．0―1：04．8―1：18．2―1：31．6―1：45．1―1：57．6―2：09．6―2：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F33．6
1
3
10（4，6）（3，11）（7，8）－（1，9）－（5，2）
10，6，4，11（3，8）7（1，9）（5，2）

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

勝馬の
紹 介

ラストインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．1．21生 牡4青鹿 母 スペリオルパール 母母 パシフィカス 11戦4勝 賞金 92，447，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ヴィクトリースター号は，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。

２レース目



04023 2月2日 晴 良 （26京都2）第2日 第11競走 ��1，200�第19回シルクロードステークス（ＧⅢ）
発走15時35分 （芝・右）

4歳以上，25．1．26以降26．1．26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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

12 ストレイトガール 牝5鹿 55 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 452＋ 61：07．4 5．2�
11 レディオブオペラ 牝4黒鹿55 藤田 伸二 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 478－141：07．82� 1．6�
36 � リトルゲルダ 牝5芦 53 菱田 裕二栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 486＋ 4 〃 ハナ 143．2�
59 � マジンプロスパー 牡7栗 58．5 C．デムーロ 佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 518＋ 81：08．22� 16．3�

（伊）

47 ワキノブレイブ 牡4青鹿54 吉田 隼人脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 486＋ 2 〃 アタマ 86．3�
23 プレイズエターナル 牡4黒鹿55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484＋101：08．3� 7．1�
510 サイレントソニック 牝6黒鹿53 武 豊細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 458－ 2 〃 クビ 30．8	
612 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 56 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 468－ 21：08．51	 33．4

35 プリンセスメモリー 牝7鹿 54 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 412＋ 61：08．6� 115．2�
713 スギノエンデバー 牡6鹿 57 川須 栄彦杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470＋10 〃 クビ 40．1�
611 レオンビスティー 牡5鹿 55 D．バルジュー 備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 502＋ 21：08．91
 16．0

（伊）

24 シュプリームギフト 牝6青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 21：09．0� 105．5�
714 ケイアイアストン 牡9鹿 54 小牧 太亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 480＋ 2 〃 アタマ 563．0�
815 ラインブラッド 牡8栗 54 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 512－ 4 〃 クビ 675．2�
48 ザッハトルテ 牝7芦 51 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 446＋ 4 〃 ハナ 264．9�
816 テイエムオオタカ 牡6鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 B500－ 21：09．1� 55．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 209，749，500円 複勝： 306，871，400円 枠連： 117，580，200円
馬連： 525，845，300円 馬単： 367，725，300円 ワイド： 214，370，100円
3連複： 829，004，400円 3連単： 2，104，826，500円 計： 4，675，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 110円 � 1，240円 枠 連（1－1） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 220円 �� 3，600円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 46，380円

票 数

単勝票数 計2097495 的中 � 320940（2番人気）
複勝票数 計3068714 的中 � 508718（2番人気）� 1306988（1番人気）� 30433（12番人気）
枠連票数 計1175802 的中 （1－1） 231416（1番人気）
馬連票数 計5258453 的中 �� 1026980（1番人気）
馬単票数 計3677253 的中 �� 218637（3番人気）
ワイド票数 計2143701 的中 �� 313240（1番人気）�� 12554（37番人気）�� 21595（25番人気）
3連複票数 計8290044 的中 ��� 69037（26番人気）
3連単票数 計21048265 的中 ��� 33496（118番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―10．9―10．8―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．1―44．9―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．2―3F33．3
3 1（9，11，12）（2，14）（6，7，8，16）（3，13）（4，5）（10，15） 4 1（2，9，11）12（6，14）7（3，8，16）（4，5）（10，13）15

勝馬の
紹 介

ストレイトガール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．8．21 札幌11着

2009．3．12生 牝5鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 19戦8勝 賞金 160，576，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アイラブリリ号・ウインドジャズ号・エーシンミラージュ号・サドンストーム号・トップゾーン号・ナガラオリオン号・

ニンジャ号・ビウイッチアス号・ブルーデジャブ号・メイショウデイム号・メモリアルイヤー号・
ローガンサファイア号

※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。

04024 2月2日 晴 良 （26京都2）第2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

812 タイセイバスター 牡4鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 502± 01：53．4 4．0�
710 スプリングシーズン 牡6鹿 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 21：53．61� 1．7�
68 � ファシネートダイア 牝5鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：53．81� 5．2�

（伊）

44 � ミッキーマーチ �5栗 57
56 ☆菱田 裕二野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 496－ 41：54．75 68．9�

22 ニホンピロバロン 牡4栗 56 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 472± 01：54．8	 20．2�
67 イスカンダル 牡4鹿 56 吉田 隼人前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 21：54．9クビ 26．7	
11 テンゲントッパ 牡6黒鹿57 古川 吉洋石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B450－101：55．0
 240．6

79 エクセルフラッグ 牡7鹿 57 高倉 稜橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 508－ 41：55．32 319．6�
56 キンショータイム 牡4栗 56

55 ☆中井 裕二礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 498± 01：55．4	 93．0�
811 スペクトロライト 牝4鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－ 61：55．61� 13．0
55 クラウンシュバルツ 牡4栗 56 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 474＋141：55．8	 138．0�
33 � チャンピオンブルー 牡6青鹿57 藤田 伸二 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 502＋261：57．29 41．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，875，500円 複勝： 141，438，700円 枠連： 32，791，200円
馬連： 224，535，800円 馬単： 112，706，500円 ワイド： 67，393，600円
3連複： 212，565，300円 3連単： 586，050，900円 計： 1，438，357，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 200円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 130円 �� 310円 �� 200円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 608755 的中 � 122213（2番人気）
複勝票数 計1414387 的中 � 200586（2番人気）� 827101（1番人気）� 145869（3番人気）
枠連票数 計 327912 的中 （7－8） 125179（1番人気）
馬連票数 計2245358 的中 �� 705650（1番人気）
馬単票数 計1127065 的中 �� 116643（3番人気）
ワイド票数 計 673936 的中 �� 171155（1番人気）�� 40044（4番人気）�� 78430（2番人気）
3連複票数 計2125653 的中 ��� 395696（1番人気）
3連単票数 計5860509 的中 ��� 177758（4番人気）

ハロンタイム 12．2―12．0―13．6―13．5―13．4―12．9―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．2―37．8―51．3―1：04．7―1：17．6―1：29．4―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイバスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．1．14 京都1着

2010．5．4生 牡4鹿 母 レイドフラワー 母母 グ ロ リ エ ラ 8戦3勝 賞金 35，651，000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。

４レース目



（26京都2）第2日 2月2日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

245，410，000円
2，080，000円
7，080，000円
1，580，000円
22，470，000円
62，658，500円
4，484，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
602，604，700円
1，010，922，100円
327，131，400円
1，464，463，900円
964，668，400円
633，586，600円
2，053，163，400円
4，644，442，700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 11，700，983，200円

総入場人員 19，009名 （有料入場人員 16，960名）
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