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04073 2月16日 晴 重 （25京都2）第7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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

714 スピリットレイク 牝3鹿 54 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484± 01：13．0 4．4�

713 タガノレオーネ 牝3鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 41：13．1� 3．3�

24 グレートエンジェル 牝3鹿 54 酒井 学田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 470－ 21：13．52� 13．9�
612 テイエムトリック 牝3黒鹿54 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 岡本牧場 440± 0 〃 クビ 9．0�
611 セイントデジタル 牝3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 452＋ 61：13．71 22．4�
12 マリナーズコンパス 牝3鹿 54 国分 恭介谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 424＋ 2 〃 クビ 37．8�
48 メイショウアシタバ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 466± 01：13．8クビ 4．3	
47 プリーズドスマイル 牝3鹿 54 四位 洋文 
グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 428± 01：14．01� 57．6�
59 ハナズインパルス 牝3黒鹿54 浜中 俊M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 470＋12 〃 アタマ 7．3�
510 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54 岩田 康誠 
ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 424± 01：14．21� 24．4
815 ボディアンドソウル 牝3栗 54 上村 洋行薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 422－ 21：15．05 292．0�
35 ステラフェリーチェ 牝3芦 54 丸野 勝虎�ヒダカファーム小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 446± 01：15．1� 139．3�

（愛知）

23 サマーレイラ 牝3栗 54
51 ▲水口 優也セゾンレースホース
 木原 一良 新冠 対馬 正 466－241：15．41� 105．7�

11 ビントフォーティ 牝3栗 54 国分 優作谷和 光彦氏 新川 恵 浦河 ひるかわ育
成牧場 444－101：15．72 331．6�

816 シゲルハクチョウザ 牝3栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 442＋ 21：16．23 82．4�
36 フライトミューズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介蛭川 年明氏 坂口 正則 浦河 ひるかわ育

成牧場 432－ 21：16．52 65．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，785，600円 複勝： 36，124，400円 枠連： 11，238，800円
馬連： 37，812，300円 馬単： 24，520，200円 ワイド： 21，764，900円
3連複： 58，360，000円 3連単： 84，317，500円 計： 290，923，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 130円 � 310円 枠 連（7－7） 810円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 310円 �� 740円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 15，230円

票 数

単勝票数 計 167856 的中 � 30227（3番人気）
複勝票数 計 361244 的中 � 57178（3番人気）� 93920（1番人気）� 22690（6番人気）
枠連票数 計 112388 的中 （7－7） 10340（4番人気）
馬連票数 計 378123 的中 �� 33673（3番人気）
馬単票数 計 245202 的中 �� 9555（5番人気）
ワイド票数 計 217649 的中 �� 19723（2番人気）�� 6941（9番人気）�� 5695（12番人気）
3連複票数 計 583600 的中 ��� 13291（10番人気）
3連単票数 計 843175 的中 ��� 4088（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．3―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．3―36．6―48．9―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピリットレイク �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．7．14 新潟6着

2010．4．17生 牝3鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04074 2月16日 晴 重 （25京都2）第7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

611 マグナムボーイ 牡3鹿 56 丸野 勝虎古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 増本牧場 520－ 81：54．0 42．2�
（愛知）

815 ニホンピロバロン 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 474＋ 41：54．42� 4．1�
814 ナムラドキョウ 牡3芦 56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 502－ 6 〃 クビ 10．4�
23 ハギノサキガチ 牡3鹿 56 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B450＋ 2 〃 アタマ 73．7�
11 サンライズワールド 牡3栗 56 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460－ 61：54．5� 16．6�
58 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56 川田 将雅吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 490＋141：54．6クビ 8．8�
46 ワイドマンボ 牡3鹿 56 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 500－ 21：54．91� 1．8	
34 マテリアライズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 456± 01：55．0� 97．8

712 オアシスムーン 牝3栗 54 岩田 康誠太田 美實氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 470－ 4 〃 クビ 29．4�
610 レニンフェア 牡3鹿 56 国分 恭介 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B530± 01：55．63� 33．8
713 テイエムダイエース 牡3鹿 56 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 松本牧場 468－121：56．66 25．8�
47 パープルシャイン 牡3栗 56 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 464－ 81：56．7クビ 473．8�
22 メイショウオニグマ 牡3黒鹿 56

53 ▲水口 優也松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 488＋ 6 〃 クビ 187．5�
59 トップブラボー 牡3芦 56 和田 竜二�コオロ 庄野 靖志 新冠 ヒカル牧場 504＋ 41：56．8クビ 101．7�
35 ヤ キ ン 牡3鹿 56 上村 洋行加藤 信之氏 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 474－ 22：05．4大差 340．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，938，200円 複勝： 54，138，600円 枠連： 11，751，100円
馬連： 36，938，300円 馬単： 30，831，800円 ワイド： 20，685，900円
3連複： 55，545，700円 3連単： 99，911，400円 計： 328，741，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 1，590円 � 170円 � 300円 枠 連（6－8） 1，990円

馬 連 �� 9，580円 馬 単 �� 24，520円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 5，310円 �� 430円

3 連 複 ��� 18，860円 3 連 単 ��� 144，870円

票 数

単勝票数 計 189382 的中 � 3538（9番人気）
複勝票数 計 541386 的中 � 6688（10番人気）� 114800（2番人気）� 45089（3番人気）
枠連票数 計 117511 的中 （6－8） 4369（9番人気）
馬連票数 計 369383 的中 �� 2848（19番人気）
馬単票数 計 308318 的中 �� 928（48番人気）
ワイド票数 計 206859 的中 �� 2499（17番人気）�� 894（37番人気）�� 13429（3番人気）
3連複票数 計 555457 的中 ��� 2174（41番人気）
3連単票数 計 999114 的中 ��� 509（279番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―13．5―12．6―13．1―13．0―12．9―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．9―49．5―1：02．6―1：15．6―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．4
1
3
2，11－（12，13）（5，8，6）15，1，14（9，10）4－（7，3）・（2，11）12，13（8，6）15（5，1，14，10）（4，3，9）＝7

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

勝馬の
紹 介

マグナムボーイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 オペラハウス デビュー 2012．11．11 京都7着

2010．4．15生 牡3鹿 母 サミーカラー 母母 ルシールシーダー 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤキン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月16日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 京都競馬 第７日



04075 2月16日 晴 重 （25京都2）第7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

611 ミッキーアップル 牝3鹿 54 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 472＋ 21：26．0 54．4�
612 サンライズネオ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 クビ 2．1�
48 ナムラケンシロウ 牡3栃栗 56

53 ▲水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 452± 01：26．1� 46．3�
816 エイシンライアン 牡3黒鹿56 福永 祐一平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 21：26．2� 3．8�
713 ラローザブル 牡3栗 56 酒井 学髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B474－121：26．3� 22．2�
59 	 ヴードゥーフェスト 牡3青鹿56 国分 優作 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 530＋ 41：26．51� 9．1	
35 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 468＋ 41：26．6クビ 16．3

47 シゲルリブラ 牡3鹿 56 丸野 勝虎 �ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 432－ 41：26．7� 38．5�

（愛知）

23 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 460－ 2 〃 クビ 182．1
510 ドンクーガー 牡3青鹿56 藤岡 佑介山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 474－ 41：27．01� 64．7�
36 ハギノグラミー 牡3栗 56 岩田 康誠日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 6 〃 アタマ 13．2�
815 ガ ル ム 牡3鹿 56 武 幸四郎 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：27．1� 72．2�
714 アドマイヤコング 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 482± 01：27．31
 9．1�
12 シゲルカニザ 牡3栗 56 石橋 守森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 482－ 61：27．4� 187．5�
24 ゴールドカナン 牝3栗 54 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 422－ 11：29．3大差 593．9�
11 カシノロビン 牡3芦 56 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 450－ 21：30．04 330．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，026，600円 複勝： 33，318，700円 枠連： 11，981，100円
馬連： 41，513，100円 馬単： 29，906，400円 ワイド： 21，434，200円
3連複： 58，246，500円 3連単： 95，260，800円 計： 312，687，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，440円 複 勝 � 1，120円 � 140円 � 930円 枠 連（6－6） 6，500円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 24，450円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 18，810円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 79，020円 3 連 単 ��� 528，600円

票 数

単勝票数 計 210266 的中 � 3048（10番人気）
複勝票数 計 333187 的中 � 5854（10番人気）� 95287（1番人気）� 7183（9番人気）
枠連票数 計 119811 的中 （6－6） 1361（17番人気）
馬連票数 計 415131 的中 �� 3797（21番人気）
馬単票数 計 299064 的中 �� 903（55番人気）
ワイド票数 計 214342 的中 �� 3048（19番人気）�� 273（71番人気）�� 3185（18番人気）
3連複票数 計 582465 的中 ��� 544（132番人気）
3連単票数 計 952608 的中 ��� 133（798番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．0―12．3―12．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．2―48．5―1：01．2―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーアップル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．1．5 京都5着

2010．3．4生 牝3鹿 母 エリモジェンヌ 母母 エリモシンフォニー 3戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非抽選馬） 1頭 トウカイクッキー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04076 2月16日 晴 重 （25京都2）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：47．8
1：47．8

重
重

56 オ レ ア リ ア 牡3黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 504 ―1：53．7 6．3�
11 ブルーチッパー 牝3鹿 54 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 466 ―1：53．91� 19．7�
811 マッケンジー 牡3芦 56 池添 謙一林 千枝子氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 514 ―1：54．53� 6．0�
68 マンノレジェンド 牡3鹿 56 国分 恭介萬野 順啓氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 518 ―1：54．6クビ 50．3�
22 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 丸野 勝虎佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 496 ―1：55．23� 42．9�
（愛知）

55 � イ ナ セ ナ 牡3栗 56 岩田 康誠林 正道氏 吉田 直弘 米 Guy Snowden &
Diane Snowden 532 ―1：55．51	 1．7	

710 サンライズマーチ 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 478 ― 〃 ハナ 9．5

67 ワンダープロフィー 牡3青鹿56 武 幸四郎山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 452 ―1：57．5大差 25．0�
79 カヤトースト 牡3栗 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 514 ―1：58．24 15．5
33 サカジロダイキチ 牡3栗 56 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 乾 皆雄 570 ―2：00．5大差 106．8�
812 カツラノジュピター 牡3鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 466 ―2：03．1大差 56．8�
44 ペガサスムーン 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也名古屋競馬� 清水 久詞 平取 北島牧場 504 ― （競走中止） 114．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，390，900円 複勝： 28，311，000円 枠連： 10，162，800円
馬連： 27，022，200円 馬単： 26，772，200円 ワイド： 14，827，400円
3連複： 38，644，100円 3連単： 76，261，500円 計： 240，392，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 260円 � 520円 � 210円 枠 連（1－5） 1，300円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 12，410円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 640円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 10，450円 3 連 単 ��� 80，410円

票 数

単勝票数 計 183909 的中 � 23357（3番人気）
複勝票数 計 283110 的中 � 29729（4番人気）� 12369（6番人気）� 40063（2番人気）
枠連票数 計 101628 的中 （1－5） 5808（6番人気）
馬連票数 計 270222 的中 �� 3264（17番人気）
馬単票数 計 267722 的中 �� 1593（31番人気）
ワイド票数 計 148274 的中 �� 2151（17番人気）�� 6045（5番人気）�� 3331（12番人気）
3連複票数 計 386441 的中 ��� 2731（31番人気）
3連単票数 計 762615 的中 ��� 700（194番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―37．2―50．4―1：03．2―1：15．5―1：28．0―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3
1（5，10）11＝（8，6）9，7－2＝12－3＝4
1（5，10）（11，6）（7，9）－8，2＝3－12

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

勝馬の
紹 介

オ レ ア リ ア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2010．2．7生 牡3黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 ペガサスムーン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため1コーナー通過後に競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サカジロダイキチ号・カツラノジュピター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年3月16日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04077 2月16日 晴 稍重 （25京都2）第7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

12 � ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 478－ 81：36．7 3．0�
510 リオグランデ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 2 〃 クビ 5．1�
714 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 藤岡 佑介深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 488－ 41：37．02 28．2�
23 ベストブレーン 牡3鹿 56 国分 恭介寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 478－ 41：37．1クビ 39．2�
36 サチノリーダース 牡3青鹿56 和田 竜二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 442－ 4 〃 クビ 36．3�
611 タマモマナムスメ 牝3黒鹿54 池添 謙一タマモ	 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 426＋ 41：37．2クビ 20．2

815 ウインドストリーム 牝3鹿 54 福永 祐一	G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 452± 0 〃 クビ 2．2�
713 シンコープリンセス 牝3栗 54

51 ▲水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 432± 0 〃 アタマ 31．3�
24 エンジェルベイビー 牝3鹿 54 浜中 俊薪浦 亨氏 牧田 和弥 厚真 関之尾 高志 430± 01：37．41� 25．7
35 スマートマーチ 牝3鹿 54 武 幸四郎大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 446＋161：37．5クビ 36．6�
59 マイネルラメール 牡3鹿 56 上村 洋行 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 478－12 〃 同着 221．5�
11 ワ イ カ プ 牡3栗 56 幸 英明金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 430＋ 2 〃 クビ 198．0�
48 シゲルワシザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 462－ 41：38．03 383．8�
47 クリアビュー 牝3鹿 54 丸野 勝虎髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 452－ 2 〃 アタマ 324．0�

（愛知）

816 ジョウショーピアス 牝3栗 54 酒井 学熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B436－ 21：38．31	 183．4�
612 キョウワハーモニー 牝3鹿 54 藤田 伸二�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 412＋ 2 〃 ハナ 251．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，518，700円 複勝： 43，993，800円 枠連： 14，833，100円
馬連： 46，174，300円 馬単： 40，136，900円 ワイド： 27，118，800円
3連複： 73，081，200円 3連単： 141，579，200円 計： 410，436，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 210円 � 570円 枠 連（1－5） 850円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，260円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 16，650円

票 数

単勝票数 計 235187 的中 � 63051（2番人気）
複勝票数 計 439938 的中 � 88686（2番人気）� 59139（3番人気）� 15436（6番人気）
枠連票数 計 148331 的中 （1－5） 12969（3番人気）
馬連票数 計 461743 的中 �� 41125（3番人気）
馬単票数 計 401369 的中 �� 22009（4番人気）
ワイド票数 計 271188 的中 �� 22574（3番人気）�� 4981（13番人気）�� 4054（20番人気）
3連複票数 計 730812 的中 ��� 11413（15番人気）
3連単票数 計1415792 的中 ��� 6276（40番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．5―12．2―12．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．4―1：00．6―1：12．9―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒ ュ ウ マ �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．3．14生 牡3鹿 母 Moravia 母母 Gold Canyon 5戦1勝 賞金 11，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04078 2月16日 雪 重 （25京都2）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

58 � サトノプリンシパル 牡3鹿 56 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida 526－101：51．7 5．5�

45 � エーシンゴールド 牡3鹿 56 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 RMF Thor-
oughbreds 524± 01：52．12� 4．6�

33 フミノファルコン 牡3黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 536＋ 21：52．31	 17．1�
711 モンシュシュ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480± 01：52．72� 13．5�
11 トーホウビッグガン 牡3黒鹿56 酒井 学東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 490± 01：52．91	 71．8�
46 パーフェクトスコア 牡3青鹿56 和田 竜二 	キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 〃 ハナ 5．0

69 プラチナグロース 牡3芦 56 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 492± 0 〃 ハナ 11．6�
813 ゲームフェイス 牡3芦 56 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 554＋ 41：53．22 2．8�
22 カリスマサンタイム 牡3黒鹿 56

53 ▲水口 優也畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 498－ 21：53．62� 104．4
814 ゼンノコリオリ 牡3鹿 56 幸 英明大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 460－ 21：54．02� 101．2�
712 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 484－ 61：54．1� 138．5�
34 ノブオズボーン 牡3鹿 56 高田 潤前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 538－ 81：54．52� 37．3�
610 スリーフォスター 牡3黒鹿56 国分 優作永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 442－121：54．7
 272．1�
57 テイエムナデシコ 牝3黒鹿54 丸野 勝虎竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 478＋ 21：55．33� 196．9�

（愛知）

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，653，800円 複勝： 44，748，800円 枠連： 14，313，400円
馬連： 57，208，300円 馬単： 37，038，700円 ワイド： 25，962，800円
3連複： 78，624，800円 3連単： 120，878，900円 計： 405，429，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 190円 � 390円 枠 連（4－5） 770円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，100円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 33，290円

票 数

単勝票数 計 266538 的中 � 38549（4番人気）
複勝票数 計 447488 的中 � 63562（4番人気）� 72256（3番人気）� 25203（6番人気）
枠連票数 計 143134 的中 （4－5） 13726（3番人気）
馬連票数 計 572083 的中 �� 29349（7番人気）
馬単票数 計 370387 的中 �� 8764（15番人気）
ワイド票数 計 259628 的中 �� 11466（7番人気）�� 5752（14番人気）�� 4187（18番人気）
3連複票数 計 786248 的中 ��� 7214（27番人気）
3連単票数 計1208789 的中 ��� 2680（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．5―36．5―49．6―1：02．8―1：15．4―1：27．6―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サトノプリンシパル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．1．5 京都7着

2010．5．1生 牡3鹿 母 Toroca 母母 Grand Falls 4戦2勝 賞金 12，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04079 2月16日 晴 重 （25京都2）第7日 第7競走 ��
��1，200�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，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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 � オペラモーヴ 牝5黒鹿55 岩田 康誠�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. 484－ 21：11．9 2．4�
612 ヴァルナビット 牡4栗 57 酒井 学田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 490± 01：12．11 89．4�
24 アルティザン 	4鹿 57 丸野 勝虎 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 480＋ 41：12．2
 60．9�

（愛知）

23 � リアリーサムシング 牡5栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 478＋ 41：12．3� 46．0�
714 シゲルシュサ 牝5鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 4 〃 クビ 83．8	
611 ワンダーゴヴェルノ 牡5栗 57

54 ▲水口 優也山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 446＋ 41：12．93
 15．8

36 ダイシンサーベル 牡8黒鹿57 和田 竜二大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：13．11
 110．7�
713 キタサンウンリュー 牡4黒鹿57 武 幸四郎�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 536＋ 41：13．52
 11．9�
47 � タツショウワ 牡4栗 57 藤岡 佑介鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock, LLC 510＋ 8 〃 クビ 45．2
11 ジョウショーキング 牡4青鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 476＋ 41：13．6� 3．1�
510� ボールドマックス 牡4栗 57 川田 将雅増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 456－ 21：13．7クビ 165．0�
12 ヨシールプリンセス 牝4鹿 55 上村 洋行吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 450＋ 21：13．8
 191．3�
48 テイエムワカタカ 牡4栗 57 藤田 伸二竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 478＋ 21：14．22
 105．7�
35 ヒヅグータス 牝4鹿 55 四位 洋文�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 450－ 81：14．3� 50．7�
815 クィーンオブライフ 牝5鹿 55 福永 祐一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 540－ 41：14．4
 7．4�
816 サウンドレーサー 牡4黒鹿57 池添 謙一増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 464± 01：15．14 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，792，900円 複勝： 36，997，400円 枠連： 17，860，000円
馬連： 52，622，000円 馬単： 35，631，700円 ワイド： 28，127，000円
3連複： 69，585，600円 3連単： 115，857，200円 計： 379，473，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 160円 � 1，450円 � 910円 枠 連（5－6） 1，540円

馬 連 �� 10，480円 馬 単 �� 14，200円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 2，380円 �� 38，190円

3 連 複 ��� 187，430円 3 連 単 ��� 673，250円

票 数

単勝票数 計 227929 的中 � 77217（1番人気）
複勝票数 計 369974 的中 � 93001（1番人気）� 5189（11番人気）� 8576（9番人気）
枠連票数 計 178600 的中 （5－6） 8578（4番人気）
馬連票数 計 526220 的中 �� 3706（26番人気）
馬単票数 計 356317 的中 �� 1853（38番人気）
ワイド票数 計 281270 的中 �� 2365（25番人気）�� 2951（22番人気）�� 178（102番人気）
3連複票数 計 695856 的中 ��� 274（228番人気）
3連単票数 計1158572 的中 ��� 127（992番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―11．9―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．0―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オペラモーヴ �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2010．10．3 阪神3着

2008．2．4生 牝5黒鹿 母 Mr. P’s Princess 母母 Anne Campbell 17戦3勝 賞金 36，293，000円
※タツショウワ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04080 2月16日 晴 重 （25京都2）第7日 第8競走 ��1，900�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，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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 タガノリベラノ 牝5黒鹿55 福永 祐一八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B476－122：00．5 4．3�
22 マーベラスバロン 牡5鹿 57 幸 英明笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 504－ 62：00．6� 3．2�
78 リネンタキシード 牡6青鹿57 和田 竜二戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B526－ 62：00．81� 54．9�
11 ナリタムーンライト 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 528－102：00．9� 20．0�
66 マーリンシチー 牡7鹿 57 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 472＋ 22：01．21� 14．5�
810 タツグレート 牡4栗 56 川田 将雅鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 462＋ 62：01．41� 2．8	
79 スリーロブロイ 牡4鹿 56

53 ▲水口 優也永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B440± 02：01．71� 7．8

44 ガッテンキャンパス 牡4鹿 56 藤田 伸二栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 456＋ 42：02．12� 144．4�
55 ヤマニンミミック 牝5黒鹿55 岩田 康誠土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 476－ 82：02．2� 16．1�
811 アイティテイオー 牡5栗 57 国分 優作一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 464－ 62：02．41� 67．8
67 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57 酒井 学加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ B466－ 22：02．71� 134．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，261，200円 複勝： 35，053，500円 枠連： 11，673，700円
馬連： 50，909，500円 馬単： 34，021，900円 ワイド： 22，468，700円
3連複： 61，061，600円 3連単： 124，872，700円 計： 360，322，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 140円 � 840円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，090円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 8，690円 3 連 単 ��� 24，570円

票 数

単勝票数 計 202612 的中 � 37391（3番人気）
複勝票数 計 350535 的中 � 58538（3番人気）� 90695（1番人気）� 7011（8番人気）
枠連票数 計 116737 的中 （2－3） 14543（2番人気）
馬連票数 計 509095 的中 �� 75442（2番人気）
馬単票数 計 340219 的中 �� 24216（4番人気）
ワイド票数 計 224687 的中 �� 20304（2番人気）�� 1630（27番人気）�� 3533（18番人気）
3連複票数 計 610616 的中 ��� 5188（28番人気）
3連単票数 計1248727 的中 ��� 3751（77番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．8―19．0―31．8―45．2―58．2―1：11．1―1：23．6―1：36．0―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノリベラノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rubiano デビュー 2011．1．15 京都1着

2008．4．28生 牝5黒鹿 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy 12戦3勝 賞金 28，900，000円



04081 2月16日 晴 稍重 （25京都2）第7日 第9競走 ��
��1，600�こ ぶ し 賞

発走14時25分 （芝・右）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

22 メイショウマンボ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 476－ 21：37．2 3．3�
44 ダイナミックガイ 牡3栗 56 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 474－ 21：37．41� 13．4�
33 サトノアビリティ 牡3栗 56 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 520＋121：37．5� 7．0�
11 ヒシガーネット 牝3青鹿54 浜中 俊阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 456＋121：37．71� 12．3�
77 タガノトネール 	3鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 41：38．01
 11．6�
89 スリーカーニバル 牝3鹿 54 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 458－ 8 〃 クビ 45．2	
66 ネオヴィクトリア 牝3黒鹿54 池添 謙一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 438－ 41：38．1クビ 3．2

88 ワ ー ル ン ガ 牡3栗 56 福永 祐一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 2 〃 ハナ 4．4�
55 � ア ン デ ス 牝3黒鹿54 丸野 勝虎伊藤 將氏 倉地 学 新冠 堤 牧場 B414－ 71：39．27 146．6�

（愛知） （愛知）

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，805，500円 複勝： 41，167，300円 枠連： 13，099，600円
馬連： 67，209，400円 馬単： 51，196，100円 ワイド： 25，256，000円
3連複： 85，105，200円 3連単： 210，237，600円 計： 521，076，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 350円 � 220円 枠 連（2－4） 1，690円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 480円 �� 550円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 21，940円

票 数

単勝票数 計 278055 的中 � 66660（2番人気）
複勝票数 計 411673 的中 � 100381（1番人気）� 24428（7番人気）� 45390（4番人気）
枠連票数 計 130996 的中 （2－4） 5730（8番人気）
馬連票数 計 672094 的中 �� 27712（9番人気）
馬単票数 計 511961 的中 �� 12601（16番人気）
ワイド票数 計 252560 的中 �� 13714（5番人気）�� 11608（8番人気）�� 3842（21番人気）
3連複票数 計 851052 的中 ��� 13193（21番人気）
3連単票数 計2102376 的中 ��� 7073（86番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―13．0―12．7―12．4―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．5―49．5―1：02．2―1：14．6―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 1，9（3，8）7（2，6）（5，4） 4 ・（1，9）8（3，7）6（2，4）5

勝馬の
紹 介

メイショウマンボ 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．2．25生 牝3鹿 母 メイショウモモカ 母母 メイショウアヤメ 4戦2勝 賞金 24，429，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04082 2月16日 晴 稍重 （25京都2）第7日 第10競走 ��
��2，400�

び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，24．2．18以降25．2．10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 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
2：22．6
2：22．1

良
良

79 リ ベ ル タ ス 牡5鹿 57．5 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 518＋282：28．8 6．1�

67 コウエイオトメ 牝5鹿 55 四位 洋文西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 482＋ 42：29．01� 2．7�
22 トウシンイーグル 牡5鹿 56 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 476＋ 6 〃 ハナ 5．4�
56 ヤマニンアーマー 牡5鹿 53 国分 優作土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 472＋102：29．1� 90．6�
68 タマモグランプリ 	6鹿 55 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 430－102：29．2クビ 20．0�
44 ローレルジャブラニ 牡5鹿 54 幸 英明 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 528± 0 〃 クビ 7．7	
710 マッキーバッハ 牡8鹿 54 池添 謙一薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 486＋ 82：29．4� 15．4

55 キンセイポラリス 牡7鹿 54 藤岡 佑介山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 416＋ 4 〃 クビ 20．9�
812 マームードイモン 牡8鹿 56 丸野 勝虎井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 448＋ 22：29．5クビ 55．0�

（愛知）

33 アドマイヤパーシア 牡5栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：30．13� 5．0
811 シンボリニース 	6鹿 52 水口 優也シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 508＋ 4 〃 クビ 268．6�
11 キンショーオトヒメ 牝8栗 50 酒井 学礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 458＋ 22：30．2クビ 96．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，391，800円 複勝： 59，562，200円 枠連： 22，769，100円
馬連： 103，488，200円 馬単： 64，396，700円 ワイド： 38，090，000円
3連複： 127，510，800円 3連単： 257，429，400円 計： 704，638，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 120円 � 150円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 370円 �� 590円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 313918 的中 � 41003（4番人気）
複勝票数 計 595622 的中 � 63886（4番人気）� 180996（1番人気）� 102085（2番人気）
枠連票数 計 227691 的中 （6－7） 33424（1番人気）
馬連票数 計1034882 的中 �� 84840（3番人気）
馬単票数 計 643967 的中 �� 24651（6番人気）
ワイド票数 計 380900 的中 �� 24935（3番人気）�� 14226（8番人気）�� 46318（1番人気）
3連複票数 計1275108 的中 ��� 80828（2番人気）
3連単票数 計2574294 的中 ��� 33630（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．3―13．4―13．5―12．9―12．0―12．4―12．3―12．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―24．1―36．4―49．8―1：03．3―1：16．2―1：28．2―1：40．6―1：52．9―2：05．2―2：16．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ベ ル タ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー 2010．10．2 阪神1着

2008．2．9生 牡5鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja 16戦4勝 賞金 77，338，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※シンボリニース号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04083 2月16日 晴 良 （25京都2）第7日 第11競走 ��
��1，200�

やましろ

山城ステークス
発走15時35分 （芝・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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

34 カラフルデイズ 牝5栗 55 福永 祐一 �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 446＋ 21：09．4 7．9�

58 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508± 0 〃 クビ 7．4�
813 バクシンカーリー 牝6鹿 55 藤岡 佑介杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 504－ 21：09．5クビ 16．6�
712 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 池添 謙一渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506－ 4 〃 クビ 2．6�
814 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿55 丸野 勝虎�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450＋ 41：09．6クビ 154．8	

（愛知）

57 � シゲルアセロラ 牡4黒鹿57 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 米
Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

490－ 2 〃 クビ 8．3

46 	 ミッドナイトクロス 牡6青鹿57 四位 洋文 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 490－ 61：09．81 7．4�
22 ビキニブロンド 牝4黒鹿55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 5．5�
610 ケンブリッジエル 牡7黒鹿57 岩田 康誠中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 524± 01：09．9クビ 34．4
45 トーホウシンバル 牝6青鹿55 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 446± 01：10．22 122．0�
33 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿57 武 幸四郎山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 474＋ 41：10．3
 76．9�
711 フラムドール 牝6栗 55 幸 英明吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 30．4�
69 	 ファンドリノチカラ 牡6鹿 57 酒井 学水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 462＋ 61：10．51
 331．8�
11 ブラーニーストーン 牡6芦 57 藤田 伸二吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 484＋ 61：10．71� 47．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，642，200円 複勝： 72，403，900円 枠連： 42，170，000円
馬連： 197，967，900円 馬単： 111，576，500円 ワイド： 64，273，700円
3連複： 251，081，600円 3連単： 485，027，400円 計： 1，275，143，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 290円 � 300円 � 410円 枠 連（3－5） 1，340円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，660円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 65，050円

票 数

単勝票数 計 506422 的中 � 50565（5番人気）
複勝票数 計 724039 的中 � 69047（4番人気）� 66772（5番人気）� 44505（7番人気）
枠連票数 計 421700 的中 （3－5） 23264（7番人気）
馬連票数 計1979679 的中 �� 54901（14番人気）
馬単票数 計1115765 的中 �� 15318（29番人気）
ワイド票数 計 642737 的中 �� 17177（13番人気）�� 9424（24番人気）�� 9784（22番人気）
3連複票数 計2510816 的中 ��� 14813（45番人気）
3連単票数 計4850274 的中 ��� 5503（218番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．2―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．5―46．0―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カラフルデイズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2010．8．21 小倉2着

2008．4．10生 牝5栗 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 16戦3勝 賞金 52，187，000円
［他本会外：5戦1勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04084 2月16日 晴 重 （25京都2）第7日 第12競走 ��1，400�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 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
1：21．9
1：21．5

重
不良

714 ナリタスーパーワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 21：23．8 3．1�

713 マイユクール 牝5黒鹿55 酒井 学�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 452＋ 41：23．9� 5．7�
47 マルカリョウマ 牡4芦 57 国分 恭介河長産業� 増本 豊 新ひだか 坂本 春雄 524＋ 2 〃 クビ 14．8�
12 オールブラックス 牡4鹿 57 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 490－ 21：24．43 3．5�
59 テルミーホワイ 牡6鹿 57 池添 謙一薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 494－ 4 〃 クビ 21．6	
23 オーミレイライン 牡7鹿 57 岩田 康誠岩﨑 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 526＋ 41：24．5� 11．8

36 トキノゲンジ 牡5鹿 57 国分 優作中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 512－ 41：24．6� 58．4�
24 アキノモーグル 牡5栗 57 丸野 勝虎穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 520－ 4 〃 ハナ 15．1�

（愛知）

816 サンリットレイク 牡4鹿 57 和田 竜二吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 504－ 81：24．7クビ 8．7
11 オレハメジャー 牡4栗 57

54 ▲水口 優也北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 444± 01：24．91� 56．1�
611 マジックアロー 牡7鹿 57 四位 洋文�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B464－ 41：25．0クビ 66．4�
815 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 高田 潤山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 472＋ 2 〃 アタマ 314．9�
48 ピュアマリーン 牝7栗 55 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 448－ 81：25．1� 412．2�
510 イーグルカザン 牡5鹿 57 幸 英明山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 492± 0 〃 アタマ 32．1�
35 	 シャイニイチカ 牝6鹿 55 小林 徹弥冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 434＋ 21：25．52� 450．7�
612 ダ イ モ ス 牡4栗 57 藤岡 佑介山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド 470－ 21：26．03 325．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，635，100円 複勝： 70，767，900円 枠連： 35，181，300円
馬連： 127，061，200円 馬単： 70，986，800円 ワイド： 47，853，600円
3連複： 155，861，700円 3連単： 294，457，800円 計： 843，805，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 180円 � 410円 枠 連（7－7） 940円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 370円 �� 940円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 11，010円

票 数

単勝票数 計 416351 的中 � 108188（1番人気）
複勝票数 計 707679 的中 � 149881（2番人気）� 112654（3番人気）� 33841（7番人気）
枠連票数 計 351813 的中 （7－7） 27902（4番人気）
馬連票数 計1270612 的中 �� 98272（3番人気）
馬単票数 計 709868 的中 �� 32541（4番人気）
ワイド票数 計 478536 的中 �� 35740（2番人気）�� 12073（11番人気）�� 8971（15番人気）
3連複票数 計1558617 的中 ��� 33786（8番人気）
3連単票数 計2944578 的中 ��� 19742（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―11．9―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．1―47．0―59．2―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスーパーワン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．22 中京2着

2009．5．8生 牡4鹿 母 マルセイユキャット 母母 ストレイキャット 8戦3勝 賞金 31，200，000円
〔発走状況〕 トキノゲンジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ピュアマリーン号の騎手佐久間寛志は，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 オースミイージー号・シンコープリンス号・ハヤブサ号・ペガサスヒーロー号・ライブリシーラ号・

リバースターリング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（25京都2）第7日 2月16日（土曜日） 晴一時雪 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

187，960，000円
2，080，000円
6，860，000円
1，150，000円
16，960，000円
62，267，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
319，842，500円
556，587，500円
217，034，000円
845，926，700円
557，015，900円
357，863，000円
1，112，708，800円
2，106，091，400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 6，073，069，800円

総入場人員 14，455名 （有料入場人員 13，112名）
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