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04025 2月7日 晴 稍重 （27京都2）第3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）

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 ウォーターイーグル 牡3黒鹿56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 526＋ 41：54．0 8．9�
24 アイファーラブオー 牡3鹿 56 秋山真一郎中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 530＋ 61：54．31� 27．2�
36 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 C．デムーロ 森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 558＋ 41：54．51� 12．1�

（仏）

48 コパノチャーリー 牡3栗 56 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 21：55．03 1．5�
59 エイシンアルマイト 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 494－18 〃 アタマ 59．1�
12 サンディークス 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 	キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 444－ 4 〃 クビ 6．0


（独）

35 メイショウテンロウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好�氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 464－ 41：55．74 98．4�
11 エターナルウインド 牡3黒鹿56 幸 英明前田 葉子氏 谷 潔 浦河 岡本 昌市 496－ 21：56．02 37．5
47 ティーエスバラ 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 484＋ 21：56．63� 183．1�
611 キングザバゴ 牡3青鹿56 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 506－ 21：56．7クビ 182．9�
714 プ ロ セ ッ ラ 牡3栗 56 北村 友一首藤 徳氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 476－ 81：57．12� 237．6�
815 スマートアロー 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 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 466＋121：57．3� 9．3�

23 タマモスマッシュ 牡3鹿 56 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 438＋ 61：57．93� 540．9�
612 ヴェスペルティリオ 牡3鹿 56 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：58．11� 79．3�
713 イソノプレシャス 牡3栗 56 岡田 祥嗣磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 534＋ 41：58．31� 410．6�
816 カルチャーバリュー 牡3栗 56

53 ▲義 英真水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 522－ 4 〃 ハナ 338．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，642，700円 複勝： 111，514，100円 枠連： 11，546，800円
馬連： 48，911，800円 馬単： 34，436，700円 ワイド： 27，080，000円
3連複： 64，955，000円 3連単： 117，000，500円 計： 442，087，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 930円 � 1，330円 � 730円 枠 連（2－5） 8，180円

馬 連 �� 12，080円 馬 単 �� 23，410円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 1，420円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 19，650円 3 連 単 ��� 150，660円

票 数

単勝票数 計 266427 的中 � 23787（3番人気）
複勝票数 計1115141 的中 � 31736（4番人気）� 21730（6番人気）� 41280（3番人気）
枠連票数 計 115468 的中 （2－5） 1093（18番人気）
馬連票数 計 489118 的中 �� 3136（23番人気）
馬単票数 計 344367 的中 �� 1103（43番人気）
ワイド票数 計 270800 的中 �� 2970（22番人気）�� 4927（13番人気）�� 5451（11番人気）
3連複票数 計 649550 的中 ��� 2478（47番人気）
3連単票数 計1170005 的中 ��� 563（281番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―13．1―12．9―12．7―12．5―12．4―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．2―50．1―1：02．8―1：15．3―1：27．7―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
4，10（2，11）（8，13）（3，9）（6，12）（1，7，16）14，5，15・（4，10）8（2，11）9（6，13）（7，12）3（1，5）＝15－14，16

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

勝馬の
紹 介

ウォーターイーグル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2015．1．4 京都5着

2012．3．7生 牡3黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ショウナンラクティ号・スリーキンシャサ号・ハードミルキー号
※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。

04026 2月7日 晴 稍重 （27京都2）第3日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 カフジテイク 牡3青鹿56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472－ 81：12．8 130．9�
48 コロマンデル 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：13．12 5．9�
36 � カルーセルフリック 牡3栗 56 C．デムーロ �シルクレーシング 中内田充正 米 Robert McDowell

& Charles DeCou 502－ 61：13．31� 1．7�
（仏）

12 � セイウンデライラ 牝3栗 54 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &
Thorne,Inc. 484－ 41：13．5	 10．4�

714 キャロライン 牡3栗 56 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 500＋ 81：13．82 51．8�
713 レンズフルパワー 牡3鹿 56 国分 優作田畑 富子氏 境 直行 浦河 宮内牧場 496－ 21：14．12 6．8	
59 サーティグランド 牡3鹿 56 酒井 学山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 山本 昇寿 494＋ 21：14．2クビ 28．4

816 スーパーノヴァ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 474－ 41：14．3	 15．6�
11 タガノディナー 牝3黒鹿54 太宰 啓介八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 412－ 41：14．4
 39．0
24 カネトシバリアント 牡3栗 56

53 ▲義 英真兼松 利男氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 470－ 61：15．03
 17．4�
510 オーミエルサ 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 B416＋ 81：15．21� 544．9�
35 マーベラスカフェ 牝3黒鹿54 藤田 伸二笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 420－101：15．41� 187．6�
47 コスモプランニング 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 酒井 秀紀 478－ 61：16．46 30．7�

（独）

611 ティーエスヘリオ 牡3鹿 56 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 新ひだか 片岡 博 442＋ 61：16．5	 782．0�
815 フェイスオフ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか タガミファーム 436－ 41：16．6
 237．2�
23 サンブラジリア 牡3栗 56 水口 優也加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 462± 01：16．81 639．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，047，500円 複勝： 39，009，000円 枠連： 11，152，100円
馬連： 45，896，100円 馬単： 28，744，700円 ワイド： 25，469，000円
3連複： 59，203，200円 3連単： 87，949，600円 計： 321，471，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，090円 複 勝 � 1，350円 � 190円 � 110円 枠 連（4－6） 10，300円

馬 連 �� 29，690円 馬 単 �� 87，990円

ワ イ ド �� 7，440円 �� 3，230円 �� 310円

3 連 複 ��� 15，620円 3 連 単 ��� 273，660円

票 数

単勝票数 計 240475 的中 � 1469（11番人気）
複勝票数 計 390090 的中 � 3599（11番人気）� 40343（3番人気）� 174707（1番人気）
枠連票数 計 111521 的中 （4－6） 839（23番人気）
馬連票数 計 458961 的中 �� 1198（44番人気）
馬単票数 計 287447 的中 �� 245（102番人気）
ワイド票数 計 254690 的中 �� 796（47番人気）�� 1856（32番人気）�� 24895（1番人気）
3連複票数 計 592032 的中 ��� 2842（44番人気）
3連単票数 計 879496 的中 ��� 233（536番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．9―12．2―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．9―35．8―48．0―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 14（6，12）4（8，10）2，9，7（11，16）15（3，5）13，1 4 14（6，12）（4，8）2，10，16，9－（7，5）（15，11）13（3，1）

勝馬の
紹 介

カフジテイク �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．1．17 京都10着

2012．5．13生 牡3青鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 サンブラジリア号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アグネスエピソード号・イノチクレナイ号・インシグニスブルー号・シュンイキ号
（非抽選馬） 1頭 アイズフォワード号
※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３日



04027 2月7日 晴 稍重 （27京都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 （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

66 マルカライン 牡3栗 56 幸 英明日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 502 ―1：57．1 7．3�
11 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 ハナ 3．2�
89 メイショウユメハチ 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 518 ―1：59．0大差 2．4�
77 ラグナビーチ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 506 ― 〃 クビ 71．9�
44 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 462 ―1：59．1� 11．2�
22 アテスウェイ 牝3黒鹿54 C．デムーロ 飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 434 ―2：00．05 5．7�

（仏）

33 ウォーターマグレブ 牡3鹿 56 畑端 省吾山岡 良一氏 �島 一歩 浦河 畔高牧場 548 ―2：00．63� 41．6	
55 オーシャンベイリー 牡3鹿 56 酒井 学上田 宗義氏 田所 秀孝 浦河 宮内牧場 510 ―2：01．98 36．3

88 メイショウキリサメ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492 ―2：02．43 15．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，530，300円 複勝： 19，646，600円 枠連： 8，032，700円
馬連： 32，610，400円 馬単： 22，419，400円 ワイド： 16，268，500円
3連複： 37，793，300円 3連単： 82，308，000円 計： 236，609，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（1－6） 1，830円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 390円 �� 310円 �� 160円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 8，880円

票 数

単勝票数 計 175303 的中 � 19137（4番人気）
複勝票数 計 196466 的中 � 27217（3番人気）� 40591（2番人気）� 51713（1番人気）
枠連票数 計 80327 的中 （1－6） 3384（8番人気）
馬連票数 計 326104 的中 �� 18185（6番人気）
馬単票数 計 224194 的中 �� 4584（16番人気）
ワイド票数 計 162685 的中 �� 8973（6番人気）�� 11948（4番人気）�� 32896（1番人気）
3連複票数 計 377933 的中 ��� 33174（2番人気）
3連単票数 計 823080 的中 ��� 6714（27番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．9―14．6―13．6―12．8―13．2―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．7―53．3―1：06．9―1：19．7―1：32．9―1：45．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカライン �

父 キングカメハメハ �


母父 ア フ リ ー ト 初出走

2012．4．5生 牡3栗 母 シルクチャプター 母母 ノーブルプライド 1戦1勝 賞金 6，000，000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。

04028 2月7日 晴 稍重 （27京都2）第3日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：21．7
1：21．5

重
不良

89 アキトクレッセント 牡3鹿 56 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 01：23．9 3．8�

11 � フォンタネットポー 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 510－ 61：24．75 1．7�

810 コ モ ド ー 牡3青鹿56 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476－ 41：25．55 8．3�

（仏）

66 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 470＋ 4 〃 クビ 8．8�
77 ラブミーテンダー 牝3鹿 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：25．92� 13．1�
33 ナムラカグヤヒメ 牝3鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 434＋ 21：26．11 21．5�
78 セレッソブランコ 牝3芦 54 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 天羽 禮治 462＋ 4 〃 アタマ 25．9	
44 バリュープラン 牡3鹿 56 菱田 裕二島田 久氏 小野 次郎 浦河 アイオイファーム 460－ 41：27．27 119．1

55 ソ チ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真石川 幸司氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 440－ 21：27．52 230．0�
22 シ ェ リ エ 牝3鹿 54 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 高田 利雄 478± 01：30．0大差 324．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，341，200円 複勝： 75，218，600円 枠連： 12，880，800円
馬連： 43，445，000円 馬単： 36，102，000円 ワイド： 25，778，700円
3連複： 57，331，700円 3連単： 132，378，900円 計： 409，476，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（1－8） 180円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 160円 �� 380円 �� 250円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 263412 的中 � 54452（2番人気）
複勝票数 計 752186 的中 � 68192（2番人気）� 516689（1番人気）� 44244（4番人気）
枠連票数 計 128808 的中 （1－8） 55193（1番人気）
馬連票数 計 434450 的中 �� 121576（1番人気）
馬単票数 計 361020 的中 �� 33297（2番人気）
ワイド票数 計 257787 的中 �� 50609（1番人気）�� 14158（7番人気）�� 24501（3番人気）
3連複票数 計 573317 的中 ��� 76707（2番人気）
3連単票数 計1323789 的中 ��� 24469（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．5―59．6―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキトクレッセント 
�
父 ウォーエンブレム 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．19 東京4着

2012．4．3生 牡3鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 5戦2勝 賞金 15，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェリエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月7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。



04029 2月7日 晴 良 （27京都2）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

11 オ デ ッ タ 牝3黒鹿54 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 460＋101：35．3 10．1�
610 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 474－ 2 〃 ハナ 34．1�
33 プリンセスメジャー 牝3栗 54 池添 謙一国田 正忠氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 456－ 21：35．4� 9．0�
69 サンクボヌール 牝3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 61：35．5� 14．1�
814 ミッキーカーニバル 牝3鹿 54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 472－ 21：35．6� 4．2�
712 レーヌドブリエ 牝3栗 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 406－121：35．92 12．8	
46 ミスロンリーハーツ 牝3鹿 54 太宰 啓介高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 428＋ 21：36．0クビ 29．9

711 レッドメアラス 牝3芦 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 458－ 4 〃 アタマ 2．6�
813 エ ア ル ナ 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 396－ 21：36．21� 212．4
58 デビュタント 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 446－ 2 〃 クビ 5．1�
45 ス テ ル ス 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 374－ 61：36．51� 161．8�
34 テイエムトナカイ 牝3栗 54 幸 英明竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 456－ 3 〃 クビ 242．4�
22 タマモホットポット 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 424＋101：36．81� 70．6�
57 テイケイパステル 牝3鹿 54 藤田 伸二兼松 忠男氏 水野 貴広 浦河 谷川牧場 408－ 81：37．11� 401．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，583，000円 複勝： 37，884，100円 枠連： 12，579，900円
馬連： 52，309，800円 馬単： 30，035，100円 ワイド： 27，859，400円
3連複： 64，580，400円 3連単： 95，524，900円 計： 347，356，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 390円 � 970円 � 250円 枠 連（1－6） 6，450円

馬 連 �� 18，650円 馬 単 �� 28，080円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 1，440円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 41，250円 3 連 単 ��� 266，360円

票 数

単勝票数 計 265830 的中 � 20963（5番人気）
複勝票数 計 378841 的中 � 25105（6番人気）� 8890（9番人気）� 44891（4番人気）
枠連票数 計 125799 的中 （1－6） 1511（19番人気）
馬連票数 計 523098 的中 �� 2173（37番人気）
馬単票数 計 300351 的中 �� 802（63番人気）
ワイド票数 計 278594 的中 �� 1491（36番人気）�� 5091（16番人気）�� 1943（30番人気）
3連複票数 計 645804 的中 ��� 1174（81番人気）
3連単票数 計 955249 的中 ��� 260（508番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．5―12．3―11．9―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．2―47．5―59．4―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ デ ッ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．9．7 小倉2着

2012．4．15生 牝3黒鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 プリンセスメジャー号の騎手池添謙一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

オデッタ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
※出走取消馬 アルティマブラッド号（疾病〔左寛跛行〕のため）

04030 2月7日 晴 良 （27京都2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：43．9
1：43．9

良
良

58 ウェーブキング 牡3鹿 56 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 490± 01：49．1 9．3�
11 レーゲンヴァルト 牡3栗 56 C．デムーロ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 498－ 41：49．2� 3．4�

（仏）

22 ラウレアブルーム 牡3鹿 56 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 492－ 61：49．3� 7．1�
711 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 466－ 4 〃 クビ 7．7�
69 エアマニング 牡3青鹿56 武 豊 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 422－ 8 〃 ハナ 21．3	
57 ナリタゴールド 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 436－ 41：49．51� 4．8

46 サウンドバーニング 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 クビ 20．8�
813 レッドリーガル 牡3鹿 56 浜中 俊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 ハナ 13．8�
712 ピースオブジャパン 牡3栗 56 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 482－ 21：49．6� 11．3
814 マイネルネーベル 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 438± 01：49．7� 9．8�

（独）

45 ロイヤルセレモニー 牝3鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 450＋ 61：50．65 89．6�
34 スリーキンシャサ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真永井商事� 南井 克巳 青森 石田 英機 512－ 41：50．92 382．0�
33 ブラックパール 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか 今 牧場 466± 0 〃 ハナ 143．3�
610 コ イ オ ス 牡3青鹿56 花田 大昂�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 中田 英樹 512－ 21：52．9大差 430．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，183，300円 複勝： 55，935，300円 枠連： 19，579，600円
馬連： 67，243，700円 馬単： 33，350，600円 ワイド： 39，497，700円
3連複： 85，713，000円 3連単： 110，647，000円 計： 442，150，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 230円 � 150円 � 180円 枠 連（1－5） 420円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 440円 �� 790円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 13，550円

票 数

単勝票数 計 301833 的中 � 25815（5番人気）
複勝票数 計 559353 的中 � 54990（4番人気）� 115144（1番人気）� 76568（3番人気）
枠連票数 計 195796 的中 （1－5） 35895（1番人気）
馬連票数 計 672437 的中 �� 42011（3番人気）
馬単票数 計 333506 的中 �� 9113（7番人気）
ワイド票数 計 394977 的中 �� 22821（3番人気）�� 11843（8番人気）�� 31562（1番人気）
3連複票数 計 857130 的中 ��� 30435（1番人気）
3連単票数 計1106470 的中 ��� 5918（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．2―48．4―1：01．5―1：14．1―1：25．8―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．0
3 8，14（1，12）（2，7）9（5，6）（3，13）（11，4）＝10 4 8，14（1，12）（7，9）2（5，6）（3，13）11，4－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウェーブキング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．16 京都3着

2012．5．23生 牡3鹿 母 ア リ デ ッ ド 母母 スワンプリンセス 5戦1勝 賞金 11，550，000円
〔制裁〕 ウェーブキング号の騎手岩田康誠は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・12番）
※スリーキンシャサ号は，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。



04031 2月7日 晴 稍重 （27京都2）第3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）

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

611� クレアドール 牝4青鹿55 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496± 01：12．3 4．0�
48 スターペスユウコ 牝4鹿 55 水口 優也河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 446± 0 〃 ハナ 18．0�
12 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 480± 0 〃 クビ 3．7�
612 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472－ 41：12．5� 47．8�
24 サウンドアドバイス 牝5栗 55 国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 41：12．6� 8．6	
36 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B468＋ 2 〃 アタマ 57．9

23 � レディカリビアン 牝4芦 55 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 448＋ 21：12．7� 47．7�
713 ピクニックソング 牝4鹿 55 菱田 裕二山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 452＋ 6 〃 クビ 31．0�
510 ピサノナイトレイ 牝4鹿 55 福永 祐一市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 454＋ 41：12．91 21．4
59 メイショウアシタバ 牝5鹿 55 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 484－ 61：13．22 158．8�
714 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 436＋10 〃 ハナ 89．6�
11 � パフュームスター 牝4栗 55 藤田 伸二松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 470－231：13．3� 82．6�
816 レッドレイチェル 牝4鹿 55 C．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 452－ 21：14．15 3．3�

（仏）

815 ピンクプリンセス 牝4芦 55 大下 智木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B514＋14 〃 クビ 44．2�
35 ジャスティシア 牝6鹿 55 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 450＋ 21：14．52� 17．4�
47 アグネスフィズ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 484＋101：16．110 65．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，758，300円 複勝： 40，860，300円 枠連： 15，058，000円
馬連： 61，526，400円 馬単： 28，764，700円 ワイド： 31，728，700円
3連複： 73，857，600円 3連単： 98，789，900円 計： 376，343，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 280円 � 160円 枠 連（4－6） 3，150円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 990円 �� 350円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 24，880円

票 数

単勝票数 計 257583 的中 � 51267（3番人気）
複勝票数 計 408603 的中 � 81903（1番人気）� 28949（5番人気）� 70375（3番人気）
枠連票数 計 150580 的中 （4－6） 3703（14番人気）
馬連票数 計 615264 的中 �� 14523（7番人気）
馬単票数 計 287647 的中 �� 3846（15番人気）
ワイド票数 計 317287 的中 �� 7846（8番人気）�� 25859（2番人気）�� 6259（10番人気）
3連複票数 計 738576 的中 ��� 13045（9番人気）
3連単票数 計 987899 的中 ��� 2878（56番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．3―47．4―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（4，5）（7，13）（8，16）（10，14）11，3，15，9，1，2（12，6） 4 4，5，13（8，7）16（10，14）（3，11）9（1，2，15，6）12

勝馬の
紹 介

�クレアドール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev

2011．5．20生 牝4青鹿 母 ホワットケイティーディド 母母 Katies 16戦1勝 賞金 26，940，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルミマサカ号・ピッツネイル号
（非抽選馬） 1頭 パイメイメイ号
※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。

04032 2月7日 晴 稍重 （27京都2）第3日 第8競走 ��
��1，400�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，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
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 � スリーアロー 牝4黒鹿 55
52 ▲城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 41：24．9 10．4�

24 ヴェアデイロス 牡6鹿 57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 452± 0 〃 クビ 4．0�
11 ダテノハクトラ 牡4芦 57 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 492＋ 41：25．21	 5．0�
36 クァンタムギア 牡4黒鹿57 C．デムーロ 廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B470± 01：25．3
 8．7�

（仏）

59 スマートダイバー 牡4栗 57 浜中 俊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 490＋ 61：25．62 4．8�
815 アサクサプライド 牡4栗 57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466± 01：25．81 25．6	
510�� ヴェントアウレオ 牡4栗 57 菱田 裕二藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 480－ 6 〃 クビ 52．7

611 アラートミノル 牡4鹿 57 太宰 啓介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474± 0 〃 ハナ 167．0�
713 アドマイヤレイ 牡6鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526－ 81：26．01 11．9�
816 キョウエイボヌール 牝4栗 55 和田 竜二田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 460－ 61：26．1クビ 85．9
612� メイショウマツシマ 牝4青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 452－251：26．31
 112．1�
714�� ウ タ ヒ メ 牝5鹿 55 A．シュタルケシンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 482＋ 41：26．62 117．3�
（独）

23 タイセイマジック 牡4鹿 57 福永 祐一田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 484＋ 61：26．7
 8．8�
35 � デンコウアカツキ 牝5鹿 55 国分 優作田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 本巣 敦 482－131：26．8クビ 242．3�
47 プ ロ ス パ ー 牡4黒鹿57 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ B496＋ 21：26．9
 22．7�
12 トウケイムーン �5栗 57 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 486－ 21：27．75 22．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，568，500円 複勝： 46，604，100円 枠連： 20，979，700円
馬連： 71，385，400円 馬単： 33，716，900円 ワイド： 37，263，200円
3連複： 88，820，700円 3連単： 114，662，100円 計： 442，000，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 260円 � 140円 � 170円 枠 連（2－4） 1，460円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，270円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 35，090円

票 数

単勝票数 計 285685 的中 � 21929（6番人気）
複勝票数 計 466041 的中 � 36982（6番人気）� 101707（1番人気）� 69430（3番人気）
枠連票数 計 209797 的中 （2－4） 11116（5番人気）
馬連票数 計 713854 的中 �� 15520（13番人気）
馬単票数 計 337169 的中 �� 3149（32番人気）
ワイド票数 計 372632 的中 �� 10328（9番人気）�� 7049（18番人気）�� 27389（2番人気）
3連複票数 計 888207 的中 ��� 13674（12番人気）
3連単票数 計1146621 的中 ��� 2369（98番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．3―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―47．1―59．4―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スリーアロー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．4．10生 牝4黒鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント 7戦1勝 賞金 9，000，000円
初出走 JRA

※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 グッドラックミー号・コアレスキング号
※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。



04033 2月7日 晴 良 （27京都2）第3日 第9競走 ��
��1，600�

き づ が わ

木 津 川 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，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：31．4
1：30．7

良
良

33 カフェリュウジン 牡5鹿 57 池添 謙一西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 528－ 41：35．7 18．9�
67 キネオピューマ 牡6鹿 57 藤岡 佑介吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 61：35．8� 69．4�
55 	 サウンドデューク 牡5栗 57 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 472＋ 41：35．9
 10．8�
812 ケイティープライド 牡5鹿 57 武 豊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488± 01：36．11� 2．9�
710 ベアトリッツ 牝5鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 クビ 4．8�
11 セウアズール 牝4鹿 55 C．デムーロ 吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 414－ 4 〃 アタマ 3．3	

（仏）

22 プレミアムブルー 牡6栗 57 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 504＋20 〃 アタマ 9．7

811 エタンダール 牡6鹿 57 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 466＋ 81：36．52
 9．4�
68 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 55 秋山真一郎上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 472＋ 41：36．6
 46．3�
79 ストークアンドレイ 牝5芦 55 小林 徹弥本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 484＋101：36．91� 157．8
44  ウエスタンムサシ 牡6芦 57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 530＋201：37．0クビ 270．1�
56 キンショータイム 牡5栗 57 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 494± 01：37．1
 74．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，361，100円 複勝： 53，046，700円 枠連： 23，049，800円
馬連： 103，402，300円 馬単： 51，638，200円 ワイド： 43，166，600円
3連複： 120，081，900円 3連単： 220，242，600円 計： 652，989，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 550円 � 1，270円 � 330円 枠 連（3－6） 14，890円

馬 連 �� 42，530円 馬 単 �� 81，190円

ワ イ ド �� 7，780円 �� 2，170円 �� 5，860円

3 連 複 ��� 91，240円 3 連 単 ��� 651，730円

票 数

単勝票数 計 383611 的中 � 16204（7番人気）
複勝票数 計 530467 的中 � 25294（7番人気）� 10025（9番人気）� 47506（5番人気）
枠連票数 計 230498 的中 （3－6） 1199（23番人気）
馬連票数 計1034023 的中 �� 1884（44番人気）
馬単票数 計 516382 的中 �� 477（90番人気）
ワイド票数 計 431666 的中 �� 1419（41番人気）�� 5205（21番人気）�� 1890（36番人気）
3連複票数 計1200819 的中 ��� 987（107番人気）
3連単票数 計2202426 的中 ��� 245（644番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．7―12．6―11．7―11．3―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．6―50．2―1：01．9―1：13．2―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．8
3 3，2，8（5，9）7，12（1，11）10，6，4 4 3，2（5，8）9，7（1，12，10）11（6，4）

勝馬の
紹 介

カフェリュウジン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2012．11．11 東京5着

2010．2．27生 牡5鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 27戦4勝 賞金 64，534，000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。

04034 2月7日 晴 良 （27京都2）第3日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

22 ク ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494－ 21：35．3 3．4�
44 ナガラフラワー 牝3鹿 54 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 448－181：35．62 12．0�
45 ジ ル ダ 牝3鹿 54 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 420－ 21：35．92 8．3�
（仏）

69 サトノゼファー 牝3栗 54 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 450－101：36．0� 4．5�
11 コルボノワール 牝3青鹿54 A．シュタルケ�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 452＋10 〃 アタマ 24．6	

（独）

710 ティーエスクライ 牝3芦 54 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 454＋101：36．31	 10．1

57 シ ャ ル ー ル 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 41：36．51
 7．6�
33 エ フ ェ ク ト 牝3青鹿54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 458＋ 41：36．6� 64．4�
813 アスカビレン 牝3鹿 54 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋ 6 〃 クビ 7．2
711 ユキノカトレア 牝3鹿 54 幸 英明遠藤 宗義氏 坂口 正則 日高 川端 正博 458－ 41：36．91	 17．4�
68 グレイスフルワード 牝3鹿 54 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 81：37．32� 23．5�
812 フィールドスラッピ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 426＋ 21：37．61	 136．4�
56 � ティープリーズ 牝3鹿 54 佐藤 友則�ホースケア 笹野 博司 日高 沖田牧場 486＋ 11：38．66 362．3�

（笠松） （笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，146，700円 複勝： 88，257，900円 枠連： 30，688，800円
馬連： 150，084，000円 馬単： 67，868，600円 ワイド： 64，618，100円
3連複： 174，812，300円 3連単： 265，517，700円 計： 900，994，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 330円 � 270円 枠 連（2－4） 1，070円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 960円 �� 700円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 30，490円

票 数

単勝票数 計 591467 的中 � 138247（1番人気）
複勝票数 計 882579 的中 � 192162（1番人気）� 58635（7番人気）� 74395（5番人気）
枠連票数 計 306888 的中 （2－4） 22188（2番人気）
馬連票数 計1500840 的中 �� 54721（7番人気）
馬単票数 計 678686 的中 �� 14562（8番人気）
ワイド票数 計 646181 的中 �� 17445（9番人気）�� 24437（6番人気）�� 7972（33番人気）
3連複票数 計1748123 的中 ��� 16996（28番人気）
3連単票数 計2655177 的中 ��� 6312（85番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―12．9―12．3―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．2―49．1―1：01．4―1：12．6―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．9
3 9，3，5（1，13）（2，8）7－4，6，10（11，12） 4 9（3，5）1（2，13，8）7，4（11，10）12，6

勝馬の
紹 介

ク ル ミ ナ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2015．1．25 京都1着

2012．5．12生 牝3鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 2戦2勝 賞金 25，322，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ノーブルリーズン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



04035 2月7日 晴 稍重 （27京都2）第3日 第11競走 ��
��1，400�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：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 レッドアルヴィス 牡4鹿 56 C．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504± 01：23．0 2．8�
（仏）

35 グレイスフルリープ 牡5栗 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 552＋ 21：23．21 8．1�

24 タイセイファントム 牡7鹿 57 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 464＋ 81：23．83	 35．7�
36 ブライトライン 牡6青 58 福永 祐一�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 538＋ 8 〃 クビ 10．4�
611 ナガラオリオン 牡6鹿 57 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 472－ 41：24．22	 10．4�
815� タ ー ル タ ン 牡7芦 57 武 豊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 502＋ 6 〃 ハナ 7．9	
48 ジョヴァンニ 牡6栗 57 藤岡 佑介 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 514－ 41：24．3	 6．4

714 セイカプリコーン 牡7鹿 56 秋山真一郎金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 81：24．4� 76．0�
11 メイショウノーベル 牡6栗 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 512＋ 61：24．5クビ 14．6�
612 ミヤジエルビス 牡5青鹿56 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 492± 0 〃 ハナ 39．2
510 キングヒーロー 牡6黒鹿56 酒井 学伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506－ 21：24．6	 78．8�
23 フリートストリート 牡6芦 58 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 21：24．7クビ 14．9�
59 モグモグパクパク 牡5栗 56 池添 謙一小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 472－ 61：24．8	 46．0�
816 アドマイヤサガス 牡7青 58 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 534＋ 4 〃 ハナ 30．1�
713 メイショウマシュウ 牡7黒鹿57 北村 友一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 536＋121：24．9	 132．3�
47 デザートオアシス 牡7鹿 56 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 550＋ 2 〃 ハナ 36．4�
（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，134，200円 複勝： 136，251，000円 枠連： 74，841，600円
馬連： 295，861，700円 馬単： 122，094，000円 ワイド： 130，987，800円
3連複： 419，358，500円 3連単： 600，127，900円 計： 1，854，656，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 280円 � 510円 枠 連（1－3） 680円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，940円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 14，980円 3 連 単 ��� 56，890円

票 数

単勝票数 計 751342 的中 � 211687（1番人気）
複勝票数 計1362510 的中 � 319797（1番人気）� 115917（5番人気）� 53895（9番人気）
枠連票数 計 748416 的中 （1－3） 84814（1番人気）
馬連票数 計2958617 的中 �� 125720（5番人気）
馬単票数 計1220940 的中 �� 37969（3番人気）
ワイド票数 計1309878 的中 �� 50865（4番人気）�� 17046（25番人気）�� 10454（39番人気）
3連複票数 計4193585 的中 ��� 20987（52番人気）
3連単票数 計6001279 的中 ��� 7647（159番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．4―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．3―47．7―59．2―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアルヴィス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grindstone デビュー 2013．7．20 中京2着

2011．2．14生 牡4鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 11戦4勝 賞金 81，480，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シンボリエンパイア号
（非抽選馬）21頭 ウォータールルド号・エアウルフ号・カネトシイナーシャ号・カフェシュプリーム号・キズマ号・グラッツィア号・

コーリンベリー号・ゴールデンナンバー号・サカジロロイヤル号・ショウナンワダチ号・スピリタス号・
スリーボストン号・タイムズアロー号・ダンスアミーガ号・トウショウフリーク号・トウシンイーグル号・
ネオザウイナー号・メイショウイチオシ号・メイショウツチヤマ号・レオンビスティー号・ロングロウ号

※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。

04036 2月7日 晴 稍重 （27京都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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 アテンファースト 牡5栗 57 幸 英明玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 494＋ 81：51．3 5．9�
11 エアカミュゼ 牡4黒鹿56 武 豊 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508± 01：51．83 5．1�
710 クレスコモア 牡5黒鹿57 岩田 康誠堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 532＋101：52．12 31．4�
45 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 57 福永 祐一 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 626－141：52．2クビ 6．6�
711 メイショウウタゲ 牡4栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 510＋ 21：52．41 10．1�
812 ロゼッタストーン 牡6鹿 57 藤岡 佑介太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 472－ 2 〃 クビ 155．8	
57 ワールドダンス 牡4栗 56 C．デムーロ 杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 490＋ 41：53．03� 2．0


（仏）

69 カリスマサンタイム 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 514± 01：53．21� 108．2�
68 ミヤジマッキー 牡5鹿 57 菱田 裕二曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 504－ 4 〃 ハナ 22．6�
56 ケツァルコアトル 牡5青鹿 57

54 ▲城戸 義政ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド B516－10 〃 ハナ 276．0�
44 アーサーバローズ 牡6栗 57 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 472－101：53．73 166．8�
813 クロフネフリート 牡4鹿 56 和田 竜二平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 534－ 61：54．33� 29．2�
22 トラキチシャチョウ 牡4鹿 56 国分 優作 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 484－ 61：57．3大差 35．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，956，900円 複勝： 64，908，000円 枠連： 27，206，900円
馬連： 130，246，200円 馬単： 68，856，800円 ワイド： 58，186，200円
3連複： 147，504，000円 3連単： 276，897，000円 計： 821，762，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 220円 � 700円 枠 連（1－3） 1，900円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，110円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 13，680円 3 連 単 ��� 59，070円

票 数

単勝票数 計 479569 的中 � 64292（3番人気）
複勝票数 計 649080 的中 � 97022（2番人気）� 82307（4番人気）� 19178（9番人気）
枠連票数 計 272069 的中 （1－3） 11044（7番人気）
馬連票数 計1302462 的中 �� 54974（5番人気）
馬単票数 計 688568 的中 �� 12425（12番人気）
ワイド票数 計 581862 的中 �� 29521（5番人気）�� 6836（22番人気）�� 5307（28番人気）
3連複票数 計1475040 的中 ��� 8083（38番人気）
3連単票数 計2768970 的中 ��� 3398（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．2―49．7―1：02．3―1：14．6―1：26．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
3，10（1，12）6（8，13）4，7，9－5，11，2
3，10（1，12）（6，13，7）－5（8，9）（4，11）＝2

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

勝馬の
紹 介

アテンファースト �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．3 京都8着

2010．5．25生 牡5栗 母 ニューフェアリー 母母 ダーリングレディ 22戦4勝 賞金 54，583，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラキチシャチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月7日まで平地

競走に出走できない。
※ロゼッタストーン号は，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。



（27京都2）第3日 2月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 165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

216，570，000円
7，660，000円
1，420，000円
19，470，000円
64，529，500円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
426，253，700円
769，135，700円
267，596，700円
1，102，922，800円
558，027，700円
527，903，900円
1，394，011，600円
2，202，046，100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 7，247，898，200円

総入場人員 14，143名 （有料入場人員 12，665名）
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