
０４０３５ ２月４日 晴 良 （２４京都２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１２ ケイアイテンジン 牡６栗 ５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８６± ０１：１１．１ ７．７�

４４ ゼンノベラーノ 牡５鹿 ５６ 幸 英明大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３６－ ２１：１１．５２� ６．９�
１１ トーホウチェイサー 牡５栗 ５６ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４９６＋１６１：１１．８２ １３．５�
５７ メイショウデイム 牝５黒鹿５４ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４６８＋ ２１：１２．０１	 １５．１�
３３ アウトクラトール 牡７鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：１２．１� ６８．８�
６８ シゲルソウウン 
５栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 仲野牧場 ５３４＋ ４ 〃 ハナ ２８．５	
４５ サウンドアクシス 牡６栗 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 クビ １８．１

５６ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０８± ０１：１２．２� １６．４�
７１０ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：１２．４１	 ３．４�
２２ レディルージュ 牝６青鹿５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム B４５０－ ４１：１２．８２� ３．１
６９ アドバンスウェイ 牡６鹿 ５６ 小牧 太西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０６＋ ２ 〃 ハナ ２９．５�
８１３ トゥニーポート 牝５黒鹿５４ 高倉 稜�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ １２３．７�
７１１� ミリオンディスク 牡８栗 ６０ 村田 一誠 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２８－ ４１：１３．２２� ５８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，４３４，５００円 複勝： ９７，２２２，８００円 枠連： ４５，２９７，１００円

馬連： ２３８，６６８，８００円 馬単： １２５，３７３，９００円 ワイド： ７９，７６３，９００円

３連複： ３１３，８７９，７００円 ３連単： ５９１，０５８，７００円 計： １，５４８，６９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � ４４０円 枠 連（４－８） ２，２２０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� １，８３０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� １１，２５０円 ３ 連 単 ��� ６６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ５７４３４５ 的中 � ５８８６２（４番人気）
複勝票数 計 ９７２２２８ 的中 � ９４６８１（４番人気）� １１３２０２（３番人気）� ５３３４７（６番人気）
枠連票数 計 ４５２９７１ 的中 （４－８） １５０６７（１０番人気）
馬連票数 計２３８６６８８ 的中 �� ５８７４４（１３番人気）
馬単票数 計１２５３７３９ 的中 �� １４５１５（２２番人気）
ワイド票数 計 ７９７６３９ 的中 �� １８０１８（１３番人気）�� １０６０６（２２番人気）�� １３０６２（１６番人気）
３連複票数 計３１３８７９７ 的中 ��� ２０６０４（３９番人気）
３連単票数 計５９１０５８７ 的中 ��� ６５８８（２０７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１１．９―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．６―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイテンジン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１着

２００６．２．２３生 牡６栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ２５戦７勝 賞金 １５２，２２２，０００円
［他本会外：３戦０勝］

０４０３６ ２月４日 晴 良 （２４京都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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１３ スズカホープ �４鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７６＋ ２１：５３．５ ３．８�

３５ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ５００＋ ２ 〃 ハナ ４．５�
６１１ カリズマクレスト 牡６栗 ５７

５６ ☆高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ５１０＋ ２１：５３．６� ２１９．２�
８１６ ダノンジュピター 牡７栗 ５７ 福永 祐一�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９０＋ ２１：５４．０２� １１．３�
５１０ ドリームアライブ �６黒鹿５７ 村田 一誠前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６－ ４ 〃 ハナ ９．０�
４７ タガノジョーカー 牝５栗 ５５ 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４５２－１６１：５４．２１	 ３４．６�
５９ キーネプチューン 牡６鹿 ５７ 岩崎 祐己北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４８８＋ ２１：５４．４１	 ６２．８	
２４ コアレスカポーテ 牡７鹿 ５７ 川田 将雅小林 昌志氏 木村 哲也 静内 静内酒井牧場 ４８０－ ６１：５４．５� １９．７

１２ ツルマルシルバー 牡８芦 ５７ 安藤 光彰鶴田 鈴子氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ２８０．０�
６１２ シンクオブミー 牝４鹿 ５４ 岩田 康誠島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４５８－ ４１：５４．７１	 １５．６�
２３ テーブルスピーチ 牝５栗 ５５ 小牧 太谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５６－ ２１：５４．８� ５．７
８１５ フロムジオリエント 牡６青鹿５７ 秋山真一郎 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ５２０＋ ６１：５５．８６ ２６．５�
７１４ グッドカレラ 牡５青 ５７ 藤岡 佑介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５２４＋１８１：５５．９クビ １７１．２�
１１ ホワイトショウフク 牡７芦 ５７

５４ ▲花田 大昂山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５６＋ ６１：５６．０
 １９４．８�
４８ ホワイトアルバム 牝４芦 ５４ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５０４＋１２１：５６．５３ ５４．０�
３６ ネオファンタジア 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：５７．８８ ６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９１２，０００円 複勝： ５５，３７７，８００円 枠連： ３１，７０３，７００円

馬連： １１０，４７１，０００円 馬単： ６０，６９４，９００円 ワイド： ４１，４４１，７００円

３連複： １４６，８９４，２００円 ３連単： ２５６，２６０，３００円 計： ７３８，７５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ３，４９０円 枠 連（３－７） ６５０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １１，６１０円 �� １１，１５０円

３ 連 複 ��� ７５，５００円 ３ 連 単 ��� ２５７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３５９１２０ 的中 � ７４８７２（１番人気）
複勝票数 計 ５５３７７８ 的中 � ９７７９１（２番人気）� １０００４４（１番人気）� ２８１４（１６番人気）
枠連票数 計 ３１７０３７ 的中 （３－７） ３６３６５（２番人気）
馬連票数 計１１０４７１０ 的中 �� ８６７１０（１番人気）
馬単票数 計 ６０６９４９ 的中 �� ２５１９５（１番人気）
ワイド票数 計 ４１４４１７ 的中 �� ２９２４０（１番人気）�� ８１８（６９番人気）�� ８５２（６５番人気）
３連複票数 計１４６８９４２ 的中 ��� １４３６（１６５番人気）
３連単票数 計２５６２６０３ 的中 ��� ７３４（６４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．４―４９．３―１：０２．３―１：１５．５―１：２８．２―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカホープ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１０．７．４ 函館２着

２００８．３．２１生 �４鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム １０戦３勝 賞金 ２７，７００，０００円
〔発走状況〕 ネオファンタジア号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔その他〕 グッドカレラ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ビューティーモズ号


