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04037 2月8日 曇 稍重 （27京都2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00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
1：47．8
1：47．8

重
重

67 ヤマノルミナス 牝3栗 54 秋山真一郎山泉 恵宥氏 高橋 亮 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 41：56．4 7．1�

812 ノースメイジャイ 牝3鹿 54 浜中 俊吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 490－ 21：56．82� 3．2�
11 トゥルーロマンス 牝3栗 54 川田 将雅飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：57．01� 4．1�
33 ピアレスピンク 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 486＋ 2 〃 クビ 3．8�
811 パープルオンリー 牝3黒鹿54 国分 優作中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 B434－ 21：57．32 182．1�
710 サンマルアリュール 牝3栗 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 512－ 21：57．51� 14．5	
56 マ ー レ ー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 496－ 81：57．82 29．4

44 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 41：58．33 23．6�
22 シ ー ム リ ー 牝3栗 54 酒井 学岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド B454－ 21：58．62 15．3�
68 ホットロード 牝3黒鹿54 武 豊 Him Rock Racing 加用 正 新ひだか 酒井 秀紀 482－ 21：58．92 25．8
79 シャンディキール 牝3鹿 54 田中 博康林 孝輝氏 杉浦 宏昭 浦河 林 孝輝 490＋ 22：00．07 227．9�
55 ジーニアスドール 牝3鹿 54 小牧 太�グランプリ 村山 明 安平 ノーザンファーム B462－ 22：00．1クビ 23．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，209，900円 複勝： 27，551，400円 枠連： 9，913，500円
馬連： 47，119，400円 馬単： 26，760，900円 ワイド： 25，570，500円
3連複： 66，236，600円 3連単： 94，477，100円 計： 314，839，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 170円 � 150円 � 150円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 390円 �� 640円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 19，100円

票 数

単勝票数 計 172099 的中 � 19290（4番人気）
複勝票数 計 275514 的中 � 39141（4番人気）� 47603（3番人気）� 50901（2番人気）
枠連票数 計 99135 的中 （6－8） 8516（5番人気）
馬連票数 計 471194 的中 �� 28839（5番人気）
馬単票数 計 267609 的中 �� 8500（10番人気）
ワイド票数 計 255705 的中 �� 17126（5番人気）�� 9692（6番人気）�� 17628（4番人気）
3連複票数 計 662366 的中 ��� 20669（4番人気）
3連単票数 計 944771 的中 ��� 3586（57番人気）

ハロンタイム 12．2―12．2―13．9―14．1―13．1―13．0―12．2―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．4―38．3―52．4―1：05．5―1：18．5―1：30．7―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマノルミナス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rahy デビュー 2014．12．14 阪神6着

2012．5．9生 牝3栗 母 ファンアンドゲイムス 母母 Sharpwitted 4戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

04038 2月8日 曇 稍重 （27京都2）第4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

714 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 488± 01：54．7 16．3�
713 ヤマカツライデン 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 526＋141：55．02 2．1�
612 キングルアウ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 500＋101：55．32 32．8�
611 ワンダージンテーゼ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 450－141：55．72� 9．0�
11 ミッキーハピネス 牡3黒鹿56 川田 将雅野田みづき氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 496－101：55．8クビ 3．3�
59 チャップリン 牡3黒鹿56 秋山真一郎髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 484＋ 61：55．9� 27．5	
12 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 462－10 〃 クビ 374．6

35 ヤマイチキセキ 牡3鹿 56 戸崎 圭太坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 478± 01：56．21	 13．6�
36 ビップハテンコウ 牡3鹿 56 幸 英明鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 村上 雅規 500＋ 61：56．41� 47．2�
47 メイショウヤギリ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462＋ 21：56．5クビ 143．9
48 エドノジョンソン 牡3鹿 56 武 豊遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 452－ 8 〃 クビ 12．6�
815 ライフトップスター 牡3栗 56

53 ▲義 英真谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 472－ 81：57．13� 493．2�
24 ストロベリーボス 牡3鹿 56 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 安平 吉田牧場 464－ 81：57．2� 402．6�
23 タイキヒストリー 牡3鹿 56 荻野 琢真�大樹ファーム 牧田 和弥 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488－ 41：57．51	 330．5�
510
 エイシンカリバーン 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 米 Red Dog

Stables 468＋ 21：57．82 19．5�
816 ウォーターマハロ 牡3栗 56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 498＋ 21：58．01� 103．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，554，800円 複勝： 36，387，200円 枠連： 13，082，700円
馬連： 50，677，200円 馬単： 29，623，400円 ワイド： 29，850，200円
3連複： 70，769，800円 3連単： 105，127，500円 計： 359，072，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 320円 � 120円 � 750円 枠 連（7－7） 1，600円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 510円 �� 5，680円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 13，620円 3 連 単 ��� 103，270円

票 数

単勝票数 計 235548 的中 � 11530（6番人気）
複勝票数 計 363872 的中 � 23023（5番人気）� 124238（1番人気）� 8214（9番人気）
枠連票数 計 130827 的中 （7－7） 6329（7番人気）
馬連票数 計 506772 的中 �� 25300（4番人気）
馬単票数 計 296234 的中 �� 4806（17番人気）
ワイド票数 計 298502 的中 �� 16293（4番人気）�� 1269（40番人気）�� 5277（15番人気）
3連複票数 計 707698 的中 ��� 3895（40番人気）
3連単票数 計1051275 的中 ��� 738（275番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―13．5―13．1―12．9―12．8―13．0―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．9―50．0―1：02．9―1：15．7―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
7，12，14（5，16）13（1，8）11－6，10－（2，15）4－9，3・（7，12）14（5，13）（1，8）11，16，6（10，15）2－（4，9）－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2014．12．21 阪神10着

2012．2．8生 牡3栗 母 ポーリッシュピンク 母母 Ring Pink 4戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非当選馬） 1頭 ヤマノブレイブ号

第２回 京都競馬 第４日



04039 2月8日 曇 稍重 （27京都2）第4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
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 キタサンサジン 牡3栗 56 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 506± 01：25．6 3．1�
11 ラインシュナイダー 牡3鹿 56 国分 優作大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 464－ 81：25．92 32．3�
612 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 戸崎 圭太松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 490－ 21：26．0クビ 29．5�
23 ド リ ス 牝3鹿 54 酒井 学杉澤 光雄氏 石橋 守 浦河 浦河小林牧場 462± 01：26．21� 119．6�
713 エルクンバンチェロ 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：26．3� 5．1�
35 アリエスジューゴー 牡3鹿 56 �島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 482－ 61：26．5� 70．6	
48 ダイシンカレラ 牡3黒鹿56 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 466－ 2 〃 アタマ 11．6

611 オンワードバース 牡3鹿 56 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 440＋ 2 〃 ハナ 13．5�
36 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 494＋ 41：26．81� 3．1�
24 メイショウゲントク 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 454－ 21：27．11� 31．6
714 セイセイセイ 牡3鹿 56 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 438＋ 41：27．2� 406．1�
815 コ ン コ ー ド 牡3鹿 56 A．シュタルケ 林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 B530＋ 61：27．83� 23．5�

（独）

47 ハイイノベーション 牡3栗 56 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 450－ 81：27．9クビ 364．3�
12 スマートレジェンド 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 476－ 4 〃 クビ 24．6�

510 ソラノカナタ 牝3栗 54 浜中 俊�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 428＋ 21：28．96 18．0�
59 ミスターハーレー 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真齋藤 秀昭氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 414＋ 41：29．32� 378．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，414，400円 複勝： 50，010，700円 枠連： 16，226，700円
馬連： 61，241，900円 馬単： 34，139，300円 ワイド： 33，958，700円
3連複： 82，417，900円 3連単： 113，010，500円 計： 418，420，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 700円 � 640円 枠 連（1－8） 1，480円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，100円 �� 8，450円

3 連 複 ��� 35，080円 3 連 単 ��� 111，170円

票 数

単勝票数 計 274144 的中 � 69133（2番人気）
複勝票数 計 500107 的中 � 107858（2番人気）� 15341（10番人気）� 16990（8番人気）
枠連票数 計 162267 的中 （1－8） 8454（6番人気）
馬連票数 計 612419 的中 �� 12671（13番人気）
馬単票数 計 341393 的中 �� 4687（17番人気）
ワイド票数 計 339587 的中 �� 6020（18番人気）�� 8168（11番人気）�� 1000（59番人気）
3連複票数 計 824179 的中 ��� 1762（94番人気）
3連単票数 計1130105 的中 ��� 737（336番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―47．8―1：00．1―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．8
3 ・（6，16）（13，8）1（10，11，15）7，12－（2，4）5，3－14－9 4 ・（6，16）（1，13，8）－（11，15）（10，12）7，5（2，4，3）14＝9

勝馬の
紹 介

キタサンサジン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．1．17 京都2着

2012．2．16生 牡3栗 母 キタサンヒメ 母母 キタサンクイン 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 ドリス号・ハイイノベーション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ダイシンカレラ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

04040 2月8日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（27京都2）第4日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （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� コースレコード3：11．2良・重

813 メイショウセイウン 牡4栗 59 高田 潤松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 486＋ 43：17．0 5．7�
712 ワ イ ズ リ ー �7栗 60 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 474－ 4 〃 ハナ 1．5�
58 グレイトエンブレム �5栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 426＋ 23：17．85 74．3�
33 � メイショウヤマナミ 牡5栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494－ 23：18．01� 10．9�
22 トウケイギムレット 牡4黒鹿59 佐久間寛志木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 508－ 23：18．21 27．3�
814� リバータイキ 牡6栗 60 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 524＋12 〃 クビ 16．1�
69 プ レ ス リ ー 牡4黒鹿59 中村 将之田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 486＋ 23：18．73 17．1	
45 ファイアーシチー 牡4青鹿59 小坂 忠士 
友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460－ 23：19．01	 39．3�
57 ウインボナンザ 牡4鹿 59 熊沢 重文
ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 23：19．85 11．9�
610 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 506＋ 83：20．01 47．6
711 スズカシャトル 牡4鹿 59 林 満明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 488± 03：20．53 188．5�
34 � スズカロードスター 牡5鹿 60 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 470＋ 83：24．0大差 157．6�
46 � アストロフォンテン 牡6鹿 60 草野 太郎吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 476－ 63：28．0大差 260．8�
11 
� マルターズポラリス �4鹿 59 上野 翔藤田 在子氏 松山 将樹 米 Summer

Wind Farm 542＋163：28．63� 252．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，522，000円 複勝： 65，776，000円 枠連： 11，921，000円
馬連： 38，668，400円 馬単： 30，441，500円 ワイド： 21，947，400円
3連複： 54，309，200円 3連単： 105，732，600円 計： 347，318，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 110円 � 1，050円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 230円 �� 6，390円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 10，640円 3 連 単 ��� 62，270円

票 数

単勝票数 計 185220 的中 � 25826（2番人気）
複勝票数 計 657760 的中 � 34106（2番人気）� 501855（1番人気）� 3228（10番人気）
枠連票数 計 119210 的中 （7－8） 30887（1番人気）
馬連票数 計 386684 的中 �� 71355（1番人気）
馬単票数 計 304415 的中 �� 14391（6番人気）
ワイド票数 計 219474 的中 �� 29894（1番人気）�� 762（41番人気）�� 2344（26番人気）
3連複票数 計 543092 的中 ��� 3826（30番人気）
3連単票数 計1057326 的中 ��� 1231（152番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．1－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウセイウン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．25 京都11着

2011．4．11生 牡4栗 母 アイノサンライト 母母 モアインヘリタンス 障害：4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 メイショウセイウン号の騎手高田潤は，1周目3号障害手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・

11番・8番）
リバータイキ号の騎手植野貴也は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 オマモリ号・グリーティングワン号・コスモメルハバ号・スイートブライアー号・トゥルーフレンド号・

ミラクルルーマー号



04041 2月8日 晴 良 （27京都2）第4日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

36 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442＋ 62：16．8 2．2�
48 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 北村 友一大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 484＋ 2 〃 クビ 9．6�
714 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470－ 42：16．9クビ 10．6�

（独）

24 ルートヴィヒコード 牡3鹿 56 藤田 伸二�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 6 〃 クビ 20．4�

12 マイネルリコルド 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 496＋10 〃 ハナ 29．7	

35 グローリアスレイ 牝3芦 54 秋山真一郎日下部勝德氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 42：17．11� 75．7

713 レッドサバス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 468± 02：17．2	 4．6�
612 アウトゼアー 牡3鹿 56 太宰 啓介薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 496± 02：17．3
 33．3�
510 デンコウインパルス 牡3鹿 56 浜中 俊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 476－ 4 〃 クビ 11．2
59 ウインアシュリン 牝3栗 54

51 ▲義 英真�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 62：17．4クビ 251．8�
23 トップモーリー 牡3鹿 56 幸 英明林 正道氏 森田 直行 新ひだか 飛野牧場 470± 02：17．93 8．7�
815 ゼットスマイル 牡3栗 56 池添 謙一�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 490－ 2 〃 クビ 24．6�
11 グッドウィーク 牡3青鹿56 国分 恭介山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 518± 02：18．11� 376．2�
816 トミースマイル 牡3芦 56 �島 良太北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 62：18．73
 242．5�
611 コスモスピカ 牡3鹿 56 酒井 学 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 秋場牧場 494＋ 42：19．65 204．4�
47 マイネルカサドール 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 430＋ 42：20．13 453．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，380，600円 複勝： 41，125，600円 枠連： 16，768，400円
馬連： 61，993，900円 馬単： 35，985，500円 ワイド： 34，396，400円
3連複： 80，963，600円 3連単： 120，590，100円 計： 422，204，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 250円 枠 連（3－4） 1，160円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 440円 �� 600円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 303806 的中 � 109108（1番人気）
複勝票数 計 411256 的中 � 108018（1番人気）� 41306（3番人気）� 34656（5番人気）
枠連票数 計 167684 的中 （3－4） 11130（4番人気）
馬連票数 計 619939 的中 �� 49103（2番人気）
馬単票数 計 359855 的中 �� 17336（3番人気）
ワイド票数 計 343964 的中 �� 21349（2番人気）�� 14826（6番人気）�� 6729（14番人気）
3連複票数 計 809636 的中 ��� 20055（6番人気）
3連単票数 計1205901 的中 ��� 10038（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．8―13．0―12．7―13．4―13．5―12．2―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―36．5―49．5―1：02．2―1：15．6―1：29．1―1：41．3―1：52．9―2：04．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンバーグリスキー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．9．28 新潟2着

2012．4．1生 牡3鹿 母 ア ー ヴ ェ イ 母母 Anna Amalia 4戦1勝 賞金 9，800，000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 チェリーポセイドン号
※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。

04042 2月8日 晴 良 （27京都2）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：33．0
1：30．7

良
良

47 ヴ ェ ネ ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �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 424 ―1：35．8 1．6�

11 ブラックムーン 牡3鹿 56 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 482 ― 〃 ハナ 15．0�
48 ファヴォリート 牡3栗 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524 ―1：36．54 5．7�

（独）

714 リアンシチー 牝3鹿 54
51 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 428 ― 〃 クビ 60．5�

510 エクラドレーヴ 牝3栗 54 和田 竜二 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 402 ―1：36．6� 9．3	
713 アキトホウオウ 牡3栗 56 川田 将雅岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム 462 ―1：36．7クビ 22．2

815 テルメディカラカラ 牝3黒鹿54 武 豊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 454 ―1：37．02 10．8�
612 リッチガール 牝3栗 54 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：37．21� 24．4�
23 イッツアトウショウ 牝3栗 54 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450 ―1：37．62� 165．8
611 アサクサフルート 牝3鹿 54 田中 博康山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 434 ―1：38．02� 254．9�
24 ラウレアワヒネ 牝3栗 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 458 ―1：38．1� 49．9�
36 ウォーターセドナ 牡3芦 56 小牧 太山岡 良一氏 �島 一歩 新ひだか 増本牧場 510 ― 〃 クビ 58．7�
816 バレリーフォンテン 牝3鹿 54 国分 恭介吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 424 ―1：38．84 224．6�
35 トウカイネオ 牝3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 416 ―1：39．65 27．2�
59 ア メ 牝3鹿 54 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 日高 下河辺牧場 474 ―1：42．0大差 165．7�
12 マンテンスター 牝3青鹿54 国分 優作サン 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 430 ―1：44．2大差 239．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，766，900円 複勝： 39，235，900円 枠連： 16，402，300円
馬連： 52，156，000円 馬単： 37，977，000円 ワイド： 28，173，300円
3連複： 65，442，300円 3連単： 114，931，200円 計： 384，084，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 240円 � 140円 枠 連（1－4） 850円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 297669 的中 � 145545（1番人気）
複勝票数 計 392359 的中 � 174779（1番人気）� 22834（5番人気）� 57681（2番人気）
枠連票数 計 164023 的中 （1－4） 14905（4番人気）
馬連票数 計 521560 的中 �� 32838（4番人気）
馬単票数 計 379770 的中 �� 18728（5番人気）
ワイド票数 計 281733 的中 �� 16396（4番人気）�� 33839（1番人気）�� 6569（12番人気）
3連複票数 計 654423 的中 ��� 27162（4番人気）
3連単票数 計1149312 的中 ��� 12563（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．6―12．3―12．1―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―48．0―1：00．3―1：12．4―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ネ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire 初出走

2012．3．24生 牡3鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ファヴォリート号の騎手A．シュタルケは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメ号・マンテンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月8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） 2頭 カルシャン号・マースキングズ号
※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。



04043 2月8日 晴 稍重 （27京都2）第4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 7，500，000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

812 ラローザブル 牡5栗 57 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B518－ 41：52．9 2．4�
33 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 56 浜中 俊永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：53．64 4．6�
44 アクアマリンブレス 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：54．02� 5．2�
710 レッドアライヴ 牡4鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－ 41：54．32 7．2�
56 インテグラード 牡4青鹿56 川田 将雅�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482－ 21：54．51� 4．5	
68 ヤマノボンバー 牡4芦 56 水口 優也澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 440± 01：55．35 165．5

55 � メジャーシップ 牡4鹿 56

53 ▲義 英真阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 488－ 41：55．61	 86．0�
11 ロワサーブル 牡4栗 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：55．7クビ 60．3�

（独）

811 ダブルイーグル 牡7鹿 57 太宰 啓介田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 486＋ 61：56．12� 34．0
67 � スズカノジェリコ 牝5鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 加藤 敬二 平取 稲原牧場 396－ 41：56．2クビ 198．5�
22 � テイエムテンリュウ 牡4芦 56 国分 優作竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 484＋ 41：57．15 222．8�
79 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 55

52 ▲城戸 義政�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 486± 01：58．27 202．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，496，100円 複勝： 36，075，700円 枠連： 13，764，600円
馬連： 60，640，700円 馬単： 33，739，200円 ワイド： 26，612，500円
3連複： 73，133，800円 3連単： 130，132，700円 計： 401，595，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 150円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 310円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，470円

票 数

単勝票数 計 274961 的中 � 89663（1番人気）
複勝票数 計 360757 的中 � 92054（1番人気）� 51130（5番人気）� 56398（3番人気）
枠連票数 計 137646 的中 （3－8） 16868（2番人気）
馬連票数 計 606407 的中 �� 66876（2番人気）
馬単票数 計 337392 的中 �� 20794（2番人気）
ワイド票数 計 266125 的中 �� 22312（3番人気）�� 25931（2番人気）�� 14394（9番人気）
3連複票数 計 731338 的中 ��� 48421（4番人気）
3連単票数 計1301327 的中 ��� 21100（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．9―13．3―13．1―13．1―12．7―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．7―50．0―1：03．1―1：16．2―1：28．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラローザブル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．5．20生 牡5栗 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 21戦3勝 賞金 40，281，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラノララク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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。

04044 2月8日 晴 良 （27京都2）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

68 ハッピーモーメント 牡5鹿 57 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492＋142：01．3 2．5�
813 コーラルタワー 牡5黒鹿57 幸 英明田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 450＋ 2 〃 アタマ 31．9�
812 メイショウビザン 牝4栗 54 酒井 学松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496＋10 〃 クビ 15．8�
56 ディープウェーブ 牡5青鹿57 戸崎 圭太万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 62：01．51� 8．5�
22 ウインレーベン 牡4青鹿56 藤田 伸二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460－ 2 〃 ハナ 14．5	
33 オリハルコン 牡4黒鹿56 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524± 02：01．6クビ 3．3

711 クールジョーカー 牡4黒鹿56 北村 友一小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 448＋ 62：01．7	 159．2�
11 クールオープニング 牡4青鹿56 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 42：02．12	 29．0�
69 ミッキーデータ 牡4鹿 56 A．シュタルケ 野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 522＋ 22：02．41
 5．1

（独）

44 ハッピーセーラー 牝4鹿 54 国分 優作合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 474－ 62：02．5	 131．5�

57 サンレイロッキー 牡4鹿 56 水口 優也永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 468－ 22：02．6	 229．9�
710 デンコウセキトバ 牡4黒鹿56 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 516＋ 22：03．23	 35．5�
45 クリノジュロウジン 牡4栗 56

53 ▲義 英真栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 478＋ 22：03．51
 235．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，687，700円 複勝： 36，712，300円 枠連： 19，668，000円
馬連： 79，079，800円 馬単： 43，866，000円 ワイド： 34，668，200円
3連複： 94，528，600円 3連単： 158，015，100円 計： 495，225，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 480円 � 370円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 680円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ��� 44，430円

票 数

単勝票数 計 286877 的中 � 89934（1番人気）
複勝票数 計 367123 的中 � 93672（1番人気）� 15555（7番人気）� 21077（6番人気）
枠連票数 計 196680 的中 （6－8） 20258（3番人気）
馬連票数 計 790798 的中 �� 17538（13番人気）
馬単票数 計 438660 的中 �� 7745（16番人気）
ワイド票数 計 346682 的中 �� 7169（14番人気）�� 13772（8番人気）�� 2771（27番人気）
3連複票数 計 945286 的中 ��� 6837（33番人気）
3連単票数 計1580151 的中 ��� 2578（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―35．7―48．2―1：00．6―1：13．7―1：25．9―1：37．4―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハッピーモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．18 京都1着

2010．4．22生 牡5鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 14戦3勝 賞金 37，596，000円
※ハッピーセーラー号は，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。



04045 2月8日 晴 稍重 （27京都2）第4日 第9競走 ��
��1，200�

かしはら

橿原ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

59 オースミイージー 牡7鹿 57 和田 竜二�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 512＋ 41：12．0 28．7�
714� アンリヴィールド 牝6栗 55 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

486－ 6 〃 クビ 7．2�
816 ゲンパチメジャー 牡6栗 57 岡田 祥嗣平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 502＋ 41：12．2	 116．1�
713 フォルテリコルド 牡6鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 556＋ 21：12．62
 49．5�
48 サウスビクトル 牡6黒鹿57 幸 英明南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 464－ 6 〃 クビ 40．1	
24 � ミリオンヴォルツ 牡6鹿 57 藤田 伸二林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 498－ 4 〃 ハナ 4．1

612 リックムファサ 牡7鹿 57 水口 優也山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 478＋ 21：12．7クビ 98．2�
611 ビナスイート 牝6栗 55 川田 将雅井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 502＋ 81：12．91� 9．0�
11 タガノミューチャン 牝5鹿 55 小牧 太八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 538＋12 〃 アタマ 19．0
35 エーシングリズリー 牡6黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 490＋ 4 〃 クビ 5．2�
815 ヘアーオブザドッグ 牡6鹿 57 武 幸四郎平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 532＋14 〃 ハナ 33．1�
12 ナリタシーズン 牡8栗 57 秋山真一郎�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 522＋161：13．11
 20．1�
510 サザンブレイズ 牡7栗 57 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480± 01：13．2
 173．3�
36 ペイシャモンシェリ 牡4鹿 57 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 468＋ 61：13．94 4．2�
23 クリスワールド 牡7栗 57 �島 良太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 500＋ 2 〃 ハナ 93．8�
47 カ ジ キ 牡6鹿 57 小坂 忠士幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：14．85 11．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，843，600円 複勝： 53，902，500円 枠連： 30，206，400円
馬連： 121，188，000円 馬単： 53，585，300円 ワイド： 52，226，700円
3連複： 144，468，200円 3連単： 197，271，400円 計： 688，692，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 810円 � 320円 � 2，400円 枠 連（5－7） 9，130円

馬 連 �� 10，220円 馬 単 �� 24，020円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 21，100円 �� 10，270円

3 連 複 ��� 214，550円 3 連 単 ��� 1，589，130円

票 数

単勝票数 計 358436 的中 � 9991（9番人気）
複勝票数 計 539025 的中 � 17011（9番人気）� 50723（4番人気）� 5346（15番人気）
枠連票数 計 302064 的中 （5－7） 2562（22番人気）
馬連票数 計1211880 的中 �� 9188（33番人気）
馬単票数 計 535853 的中 �� 1673（72番人気）
ワイド票数 計 522267 的中 �� 4219（34番人気）�� 634（99番人気）�� 1308（76番人気）
3連複票数 計1444682 的中 ��� 505（325番人気）
3連単票数 計1972714 的中 ��� 90（2055番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―11．9―12．2―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 4（6，7）（11，10）（3，5）（8，13）9，15，12（1，14）16－2 4 ・（4，11）（6，10）7（3，5，8，13）9（12，15）（1，14）16－2

勝馬の
紹 介

オースミイージー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2010．9．5 小倉1着

2008．4．30生 牡7鹿 母 ナリタレインボウ 母母 オオシマルチア 30戦4勝 賞金 57，451，000円
〔その他〕 カジキ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カジキ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年4月8日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アメージングタクト号・エリアコンプリート号・クリノエリザベス号・ケンエンブレム号・コウユーサムライ号・

シュトラール号・タマブラックホール号・デンコウヒノマル号・トーセンマイティ号・ワディ号

04046 2月8日 晴 良 （27京都2）第4日 第10競走 ��
��1，200�

やましろ

山城ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．2．8以降27．2．1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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

36 シ ゲ ル カ ガ 牡4鹿 56 北村 友一森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 516＋ 21：08．8 9．4�
714 テイエムタイホー 牡6栗 56 浜中 俊竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 498＋ 2 〃 クビ 5．0�
816 インスペード 牡6黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 494± 01：08．9クビ 12．5�
815 ダノンマッキンレー 牡4栗 55 A．シュタルケ�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 486－ 21：09．32� 4．2�

（独）

59 トキノゲンジ 牡7鹿 54 国分 恭介中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 526＋201：09．4� 22．9�
23 ヤマニンプチガトー 牝6栗 53 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 494＋ 4 〃 ハナ 7．5	
48 フェブノヘア 牝4栗 52 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 456＋ 41：09．5� 38．6

11 バートラムガーデン 牝6鹿 52 	島 良太�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 444－10 〃 クビ 82．7�
12 ヤ マ ノ レ オ 
5栗 55 西村 太一山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 494＋ 41：09．6クビ 18．3
612 エルカミーノレアル 牡4鹿 54 小牧 太広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 488＋181：09．7� 47．2�
713 ネ ロ 牡4栗 56 藤田 伸二西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 474－ 2 〃 ハナ 14．9�
510 スマートアレンジ 牝5鹿 52 城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486－ 2 〃 ハナ 151．9�
24 アンヴァルト 牡8青鹿55 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 482－ 21：09．91� 10．4�
611� シゲルアセロラ 牡6黒鹿55 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

494－ 21：10．11� 75．3�
35 ルベーゼドランジェ 牝5鹿 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476－ 41：10．31� 6．8�
47 ブルーピアス 牝6栗 52 義 英真田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 472＋ 81：10．51 70．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，959，200円 複勝： 69，879，100円 枠連： 47，410，300円
馬連： 166，383，800円 馬単： 69，899，800円 ワイド： 72，134，700円
3連複： 215，321，600円 3連単： 305，812，500円 計： 990，801，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 310円 � 200円 � 420円 枠 連（3－7） 830円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，240円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 11，110円 3 連 単 ��� 54，620円

票 数

単勝票数 計 439592 的中 � 37134（5番人気）
複勝票数 計 698791 的中 � 56551（6番人気）� 109170（2番人気）� 38406（7番人気）
枠連票数 計 474103 的中 （3－7） 44129（5番人気）
馬連票数 計1663838 的中 �� 49932（10番人気）
馬単票数 計 698998 的中 �� 9889（20番人気）
ワイド票数 計 721347 的中 �� 20302（8番人気）�� 8072（30番人気）�� 14210（14番人気）
3連複票数 計2153216 的中 ��� 14534（40番人気）
3連単票数 計3058125 的中 ��� 4059（185番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．9―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．0―45．4―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．8
3 6，5（1，7）4，13，3，11，14，2（8，16）15，12（9，10） 4 6，5（1，7）（4，13）（3，14）（2，16）11（8，15）（9，12）10

勝馬の
紹 介

シ ゲ ル カ ガ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．8．4 小倉1着

2011．4．1生 牡4鹿 母 アレグレッツァ 母母 ト ミ ア ル コ 14戦4勝 賞金 74，419，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イエスイットイズ号・ゴールデンムーン号・サマールナ号・テーオーソルジャー号・レムミラス号・ワールンガ号
※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。

１レース目



04047 2月8日 晴 良 （27京都2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第55回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （NHK賞） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

NHK賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 ルージュバック 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 450± 01：48．6 1．7�
55 ポルトドートウィユ 牡3鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：48．92 3．6�
44 アッシュゴールド 牡3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 41：49．11 6．0�
88 グリュイエール 牡3芦 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 19．1�

（独）

11 ムーンクレスト 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 448± 01：49．2クビ 108．9	

22 ネオスターダム 牡3黒鹿56 浜中 俊一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480± 01：49．3	 17．1

66 レ ガ ッ タ 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 21：50．36 8．4�
77 
 エメラルヒマワリ 牝3青鹿54 幸 英明高橋 勉氏 服部 利之 平取 スガタ牧場 436＋ 81：51．910 157．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 250，606，700円 複勝： 173，640，200円 枠連： 発売なし
馬連： 480，293，600円 馬単： 335，805，300円 ワイド： 136，173，700円
3連複： 464，838，400円 3連単： 1，757，508，200円 計： 3，598，866，100円

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 140円 �� 220円 �� 260円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，270円

票 数

単勝票数 計2506067 的中 � 1143421（1番人気）
複勝票数 計1736402 的中 � 679293（1番人気）� 507378（2番人気）� 184780（3番人気）
馬連票数 計4802936 的中 �� 1404747（1番人気）
馬単票数 計3358053 的中 �� 645616（1番人気）
ワイド票数 計1361737 的中 �� 312801（1番人気）�� 140181（2番人気）�� 109688（4番人気）
3連複票数 計4648384 的中 ��� 815062（1番人気）
3連単票数 計17575082 的中 ��� 998142（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．3―48．9―1：01．6―1：13．7―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．9
3 2，7－3，6（1，4，5）8 4 2－7（3，5）6（1，4）8

勝馬の
紹 介

ルージュバック 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Awesome Again デビュー 2014．9．28 新潟1着

2012．4．22生 牝3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 3戦3勝 賞金 54，304，000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。

04048 2月8日 晴 稍重 （27京都2）第4日 第12競走 ��
��1，200�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

23 ゴーインググレート 牡5栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480－ 21：12．1 7．4�
24 � エイシンラナウェー 牡4栗 57 幸 英明�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn

Farm, Inc. 484－ 21：12．42 4．6�
816 タッチシタイ 牡5栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 498＋ 21：12．5	 5．8�
11 
 サトノデプロマット 牡5黒鹿57 秋山真一郎里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506＋ 61：12．81� 5．7�
59 ヤマニンアルシェ 牡7鹿 57 北村 友一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 536＋ 81：12．9	 276．0�
612 メイショウユメゴゼ 牝6栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 466－ 4 〃 ハナ 3．5	
35 
 エルウェーオージャ �7青 57 大下 智雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 486－ 2 〃 ハナ 236．0

611� ミリアグラシア 牝5栗 55 戸崎 圭太杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 512－ 6 〃 ハナ 12．6�
12 
 キクノラフィカ 牡6青鹿57 A．シュタルケ 菊池 五郎氏 中内田充正 新ひだか フクダファーム B496＋ 81：13．0	 17．1�

（独）

510 ハヤブサフィーバー 牡6栗 57 四位 洋文武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 41：13．21 196．4
47 レゼトワール 牝5鹿 55 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 41：13．41 50．7�
713
 カ ク シ ア ジ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 430± 0 〃 クビ 219．3�
714 ヴァレンティーネ 牝5鹿 55

52 ▲義 英真佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 462－ 81：13．5	 37．7�
48 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 470＋ 4 〃 クビ 80．0�
36 オーネットサクセス 牝5鹿 55 浜中 俊醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 448－ 51：14．45 17．7�
815 ザストロンシチー 牡7鹿 57 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 B486－ 41：14．82	 128．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，724，900円 複勝： 75，999，600円 枠連： 47，271，000円
馬連： 162，595，400円 馬単： 73，842，600円 ワイド： 71，857，900円
3連複： 207，455，400円 3連単： 328，270，600円 計： 1，020，017，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 160円 � 180円 枠 連（2－2） 1，700円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 480円 �� 830円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 19，560円

票 数

単勝票数 計 527249 的中 � 56447（5番人気）
複勝票数 計 759996 的中 � 92824（4番人気）� 138381（2番人気）� 110231（3番人気）
枠連票数 計 472710 的中 （2－2） 21525（8番人気）
馬連票数 計1625954 的中 �� 75356（7番人気）
馬単票数 計 738426 的中 �� 15242（14番人気）
ワイド票数 計 718579 的中 �� 39535（3番人気）�� 21249（9番人気）�� 37417（4番人気）
3連複票数 計2074554 的中 ��� 45963（7番人気）
3連単票数 計3282706 的中 ��� 12162（54番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．1―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．7―47．8―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．4
3 2，4（1，16）3，6（5，7，15）11，14，12（9，8，10）13 4 2（4，16）1，3（5，7，6）15，11（14，12）（9，10）8，13

勝馬の
紹 介

ゴーインググレート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．6．3 阪神5着

2010．5．7生 牡5栗 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 23戦4勝 賞金 45，540，000円
〔発走状況〕 ザストロンシチー号は，発走地点で馬装整備。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 ザストロンシチー号の調教師谷原義明は，馬装（鼻革の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スターマイン号・デンコウデア号・ローレルボルケーノ号・ワンダーフォルテ号
※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。

４レース目



（27京都2）第4日 2月8日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

251，290，000円
7，980，000円
1，530，000円
22，770，000円
67，848，500円
5，396，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
586，166，800円
706，296，200円
242，634，900円
1，382，038，100円
805，665，800円
567，570，200円
1，619，885，400円
3，530，879，500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 9，441，136，900円

総入場人員 19，507名 （有料入場人員 17，717名）
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