
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。


