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04049 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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）

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

59 セイユニコーン 牡3芦 56 武 豊金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 464－ 21：13．4 3．1�
714 コパノチャールズ 牡3栗 56 C．デムーロ 小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 502＋ 41：13．72 3．1�

（仏）

713 カシノランド 牡3黒鹿56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 476－ 41：13．8� 26．8�
35 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 490＋101：14．11� 4．6�
612 ニホンピログレース 牝3鹿 54 菱田 裕二小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 496± 01：14．31� 21．7�
12 リミットレス 牡3栗 56 田中 博康�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486± 01：14．4� 55．9	
47 ジョウショーエガオ 牝3栗 54 福永 祐一熊田 義孝氏 高橋 康之 新ひだか 沖田 哲夫 464± 01：14．61 13．7

815 シ ュ ン イ キ 牡3栗 56 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 478－ 41：14．7� 20．9�
36 ゴットモーニング �3鹿 56 田中 健後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 452－ 4 〃 クビ 58．9�
510 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496＋ 21：14．8クビ 7．8
48 チョッコリタマイレ 牡3鹿 56 古川 吉洋小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 454－ 21：15．01� 150．8�
611 マジックスプーン 牝3鹿 54 	島 良太 Him Rock Racing 高橋 康之 新冠 長浜牧場 418± 01：15．1� 222．3�
24 シゲルボンオドリ 牡3栗 56 秋山真一郎森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 鵜木 唯義 466－ 21：15．52� 237．3�
11 ヤマイチサクラ 牝3栗 54 佐久間寛志坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 454＋ 21：16．13� 126．1�
816 カタストロフィ 牝3栗 54 岡田 祥嗣市川 義美氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 424－121：16．3� 119．9�
23 マキヤージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 436－ 81：18．7大差 155．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，730，600円 複勝： 25，475，000円 枠連： 11，411，500円
馬連： 41，155，200円 馬単： 23，068，100円 ワイド： 22，028，700円
3連複： 54，633，500円 3連単： 72，944，800円 計： 267，447，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 440円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，060円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 9，070円

票 数

単勝票数 計 167306 的中 � 42416（1番人気）
複勝票数 計 254750 的中 � 63298（1番人気）� 48480（2番人気）� 9805（8番人気）
枠連票数 計 114115 的中 （5－7） 25170（1番人気）
馬連票数 計 411552 的中 �� 62123（1番人気）
馬単票数 計 230681 的中 �� 15726（2番人気）
ワイド票数 計 220287 的中 �� 26710（1番人気）�� 4743（16番人気）�� 8175（8番人気）
3連複票数 計 546335 的中 ��� 17026（6番人気）
3連単票数 計 729448 的中 ��� 5828（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―11．9―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．5―36．4―48．6―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイユニコーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Green Desert デビュー 2014．9．27 阪神11着

2012．3．26生 牡3芦 母 ファインメロディ 母母 Sit Alkul 8戦1勝 賞金 10，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マキヤージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ディプロイディ号・メイショウタケツル号
（非抽選馬） 3頭 アイズフォワード号・センノレイダース号・ラブテンダー号
※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。

04050 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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

510 オ ル ナ 牡3鹿 56 C．デムーロ�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486－ 41：53．8 1．7�
（仏）

612 エイシンナセル 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 476－ 2 〃 ハナ 6．0�
35 ブレーヴマン 牡3鹿 56 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B442－ 21：54．01� 37．0�
11 マイネルライヒ 牡3鹿 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 526＋ 61：55．49 138．6�
59 サトノコスミック 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 464－ 81：55．6� 35．2�

（独）

12 ブラックブリーズ 牡3青鹿56 幸 英明臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 462－ 8 〃 ハナ 25．1	
47 ヤマノブレイブ 牡3栗 56 秋山真一郎山泉 恵宥氏 高橋 亮 新ひだか 友田牧場 478＋ 21：55．7� 167．6

815 パワーウーマン 牝3栗 54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 490＋ 21：55．8クビ 4．7�
48 カ ペ ナ 牡3芦 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 532－ 6 〃 クビ 41．1�
713 ギ ョ イ 牡3鹿 56 武 豊石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 444－ 6 〃 アタマ 19．6
23 オーダシティー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 524－ 41：56．11� 148．6�
611 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 474＋121：56．52� 218．5�
24 ハードミルキー 牡3栗 56 太宰 啓介津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B478＋ 41：57．56 213．4�
816 ライプツィヒバトル 牡3栗 56 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 468－ 41：57．6クビ 10．8�
36 クリノタンヤオ 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 田中 章博 日高 日西牧場 438± 0 〃 クビ 419．1�
714 トーセンバラード 牝3鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 えりも エクセルマネジメント 464－ 61：59．19 248．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，688，500円 複勝： 45，526，400円 枠連： 12，659，400円
馬連： 43，867，200円 馬単： 29，676，800円 ワイド： 23，914，100円
3連複： 53，299，900円 3連単： 92，934，400円 計： 323，566，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 390円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 630円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 計 216885 的中 � 99443（1番人気）
複勝票数 計 455264 的中 � 255319（1番人気）� 52149（2番人気）� 11504（7番人気）
枠連票数 計 126594 的中 （5－6） 25636（2番人気）
馬連票数 計 438672 的中 �� 94203（1番人気）
馬単票数 計 296768 的中 �� 40043（1番人気）
ワイド票数 計 239141 的中 �� 38860（1番人気）�� 8799（7番人気）�� 2804（17番人気）
3連複票数 計 532999 的中 ��� 15197（8番人気）
3連単票数 計 929344 的中 ��� 10184（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．6―13．4―12．1―12．4―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―38．0―51．4―1：03．5―1：15．9―1：28．6―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ル ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．14 阪神9着

2012．1．13生 牡3鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンバラード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月14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。

第２回 京都競馬 第５日



04051 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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

59 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－ 61：26．9 1．9�

611 ミュゼバトラー 牡3栗 56 C．デムーロ 髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 490＋ 21：27．11� 7．0�
（仏）

12 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 482－101：27．2� 6．0�
47 ペプチドアルマ 牡3黒鹿56 畑端 省吾沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 464＋ 6 〃 クビ 7．0�
48 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 500± 01：27．62� 63．9�
510 モズミステイク 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 日高大洋牧場 460＋ 81：27．7クビ 72．0	
714 オ ヤ カ タ 牡3栗 56 A．シュタルケ 吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 北俣 牧夫 488＋101：27．91� 75．7


（独）

24 オイルタウン 牡3栗 56 太宰 啓介山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 440－ 2 〃 クビ 95．4�
612 メイショウアライソ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 湯窪 幸雄 様似 中脇 一幸 496－ 41：28．11 8．4�
11 セ イ ブ ア ス 牡3鹿 56 秋山真一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 494－ 61：28．31� 79．2
35 リッカクロフネ 牡3芦 56 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 464－12 〃 クビ 16．8�
36 シゲルタウエマツリ 牡3芦 56 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 494－ 81：28．4クビ 196．7�
23 ロードチャレンジ 牡3栃栗56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 440± 01：28．61� 57．3�
815 リンクスルヴァン 牡3黒鹿56 小林 徹弥目谷 一幸氏 森 秀行 日高 三城牧場 436± 01：29．34 443．6�
713 ノ ラ ネ コ 	3栗 56 水口 優也�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 460－181：29．51� 237．2�
816 カシノマッハ 牡3栗 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 472＋ 41：31．8大差 315．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，959，500円 複勝： 57，465，700円 枠連： 14，512，400円
馬連： 46，892，000円 馬単： 32，136，500円 ワイド： 25，770，400円
3連複： 63，914，100円 3連単： 111，757，700円 計： 376，408，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 180円 枠 連（5－6） 260円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 330円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 3，800円

票 数

単勝票数 計 239595 的中 � 100487（1番人気）
複勝票数 計 574657 的中 � 339567（1番人気）� 46303（2番人気）� 38794（5番人気）
枠連票数 計 145124 的中 （5－6） 41670（1番人気）
馬連票数 計 468920 的中 �� 65827（1番人気）
馬単票数 計 321365 的中 �� 34836（1番人気）
ワイド票数 計 257704 的中 �� 28909（1番人気）�� 20432（4番人気）�� 7942（9番人気）
3連複票数 計 639141 的中 ��� 34695（5番人気）
3連単票数 計1117577 的中 ��� 21299（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．5―49．4―1：02．0―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ デ ィ カ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2014．10．26 京都6着

2012．3．14生 牡3黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 4戦1勝 賞金 9，000，000円
※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 タマモヴィオーラ号・ポッドフィズ号
※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。

04052 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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）
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

510 ハトマークエース 牡3黒鹿56 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 462 ―1：27．8 11．9�
714 ブルミラコロ 牡3鹿 56 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 490 ―1：27．9� 6．9�
36 メイショウサンゾウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 524 ―1：28．0� 53．1�
612 タイキクロスビー 牡3鹿 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484 ―1：28．21	 2．8�
713 ブリンディス 牡3青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 512 ―1：28．3� 56．8�
815 モンドリュミエール 牝3鹿 54 
島 良太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 442 ―1：28．51	 40．4

611 アグネスアーニャ 牝3鹿 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476 ―1：28．6クビ 10．5�
35 アイアンラミング 牝3鹿 54 国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 522 ― 〃 クビ 58．3�
12 ハローブリーズ 牝3鹿 54 田中 健松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 442 ―1：28．91� 26．6
23 ト ゥ ル エ ノ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 430 ―1：29．11	 14．4�
47 バトルハイスポット 牝3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新冠 樋渡 志尚 432 ―1：29．63 181．7�
816 ホホエムオンナ 牝3鹿 54 水口 優也�大北牧場 沖 芳夫 浦河 大北牧場 446 ―1：29．91� 253．6�
59 クイーンオブハート 牝3鹿 54 福永 祐一ユアストーリー 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 424 ―1：30．43 31．3�
24 クインズメンテ 牝3黒鹿54 酒井 学 	クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 466 ― 〃 クビ 55．7�
48 � エイシンパライソ 牡3栗 56 武 豊	栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 510 ―1：31．14 3．4�
11 オレンジブーケ 牝3芦 54 C．デムーロ 	グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム 476 ―1：34．5大差 19．8�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，559，100円 複勝： 23，385，400円 枠連： 14，403，300円
馬連： 36，582，800円 馬単： 21，811，900円 ワイド： 20，172，500円
3連複： 46，859，400円 3連単： 63，289，100円 計： 246，063，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 330円 � 250円 � 1，010円 枠 連（5－7） 2，160円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 9，150円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 6，060円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 44，370円 3 連 単 ��� 220，590円

票 数

単勝票数 計 195591 的中 � 13106（5番人気）
複勝票数 計 233854 的中 � 18796（4番人気）� 27595（3番人気）� 5212（11番人気）
枠連票数 計 144033 的中 （5－7） 5158（10番人気）
馬連票数 計 365828 的中 �� 7276（13番人気）
馬単票数 計 218119 的中 �� 1787（29番人気）
ワイド票数 計 201725 的中 �� 3571（14番人気）�� 847（54番人気）�� 1078（49番人気）
3連複票数 計 468594 的中 ��� 792（114番人気）
3連単票数 計 632891 的中 ��� 208（558番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―36．0―49．0―1：02．0―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハトマークエース �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2012．1．31生 牡3黒鹿 母 マンイーター 母母 フォーチュン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレンジブーケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月14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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ヴィラビアンカ号・カネトシエトワール号・グランドセントラル号・シャルマンウイユ号・セイマイスター号・

タイセイフライト号・マジックベル号
※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。



04053 2月14日 晴 良 （27京都2）第5日 第5競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

815 ブロウユアマインド 牡3鹿 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 452－ 82：01．7 3．3�
（独）

714 ショウナンハルカス 牡3黒鹿56 福永 祐一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488－ 22：01．8� 9．5�
23 ドンアルフォンス 牡3黒鹿56 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 448－ 2 〃 ハナ 9．8�
36 エアルーティーン 牝3栗 54 武 豊 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム 516－ 22：01．9� 3．5�
612 デンコウインパルス 牡3鹿 56 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 474－ 22：02．22 15．2	
11 ブリエアヴェニール 牡3鹿 56 �島 良太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 482－102：02．3� 310．4

48 タガノカムイ 牡3栗 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 22：02．62 4．0�
510 ク ピ ド 牡3鹿 56 中谷 雄太�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 456－ 82：02．7クビ 257．0�
35 ラナチュール 牝3鹿 54 大庭 和弥岡田 繁幸氏 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 390－102：03．02 75．0
816 テイエムトナカイ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム
牧場株式会社 454－ 22：03．31	 581．2�

713 メイスンセンター 牝3鹿 54 幸 英明梅村 浩氏 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 442－14 〃 アタマ 162．6�
611 マイネルカレッツァ 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 日高 白井牧場 B484－ 62：03．4クビ 24．1�
12 カゼノドリーム 牡3鹿 56 武 幸四郎深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 458－ 42：03．71	 159．8�
47 チェリーポセイドン 牡3栗 56 西村 太一櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 456－ 8 〃 クビ 160．2�
24 コンクエストシチー 牡3栗 56 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468＋122：03．91
 23．8�
59 ロードグロワール 牡3鹿 56 C．デムーロ �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 B450± 02：04．64 29．0�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，735，300円 複勝： 36，662，500円 枠連： 14，899，300円
馬連： 52，809，700円 馬単： 28，270，400円 ワイド： 29，076，300円
3連複： 63，192，600円 3連単： 90，493，600円 計： 342，139，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 230円 � 290円 枠 連（7－8） 1，300円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 530円 �� 830円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 17，600円

票 数

単勝票数 計 267353 的中 � 63520（1番人気）
複勝票数 計 366625 的中 � 74242（1番人気）� 38959（4番人気）� 27455（5番人気）
枠連票数 計 148993 的中 （7－8） 8854（4番人気）
馬連票数 計 528097 的中 �� 29288（4番人気）
馬単票数 計 282704 的中 �� 9141（7番人気）
ワイド票数 計 290763 的中 �� 14780（4番人気）�� 8928（8番人気）�� 6388（12番人気）
3連複票数 計 631926 的中 ��� 11362（12番人気）
3連単票数 計 904936 的中 ��� 3727（39番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．2―12．8―12．7―13．0―12．1―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．5―48．3―1：01．0―1：14．0―1：26．1―1：37．9―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブロウユアマインド �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2014．12．14 中京3着

2012．3．28生 牡3鹿 母 シンプルザベスト 母母 Larida 3戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴァペンシエロ号・ハナイチゲ号・ユッコ号
（非抽選馬） 1頭 クリノトイトイ号
※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。

04054 2月14日 晴 良 （27京都2）第5日 第6競走 ��1，200�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 7，200，000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

69 リンガディンドン 牡3芦 56 福永 祐一吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 528－ 41：12．8 1．8�
22 タキオンレディー 牝3栗 54 C．デムーロ�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450＋ 61：13．12 4．6�

（仏）

68 � コパノハート 牝3鹿 54 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 430－261：13．2� 6．7�
813 ヒラボククラウン 牡3栗 56 秋山真一郎�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 470＋121：13．3� 9．3�
33 オールオブユー 牝3栗 54 菱田 裕二三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 21：13．4� 13．3	
710 パイナワレア 牝3栗 54 四位 洋文山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462－ 21：13．5クビ 76．3

45 タマモイレブン 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518－ 2 〃 クビ 18．9�
56 � ウチデノコヅチ 牝3栗 54 西村 太一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 442－ 21：13．6クビ 21．4�
711 モントルルシュマン 牡3鹿 56 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 460± 01：13．7� 277．2
44 ブルーガーディアン 牡3黒鹿56 酒井 学 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 470－ 2 〃 ハナ 40．4�
812 メイショウオオラカ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 430± 0 〃 アタマ 123．4�
11 ケンブリッジゴール 牡3栗 56 小牧 太中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 450± 01：13．9� 163．2�
57 キモンダッシュ 牡3鹿 56 太宰 啓介小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 460＋ 21：14．75 310．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，401，100円 複勝： 71，411，200円 枠連： 15，421，900円
馬連： 66，837，900円 馬単： 42，663，700円 ワイド： 34，270，300円
3連複： 80，969，300円 3連単： 147，651，500円 計： 491，626，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 250円 枠 連（2－6） 310円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 324011 的中 � 141923（1番人気）
複勝票数 計 714112 的中 � 433960（1番人気）� 92217（2番人気）� 25038（6番人気）
枠連票数 計 154219 的中 （2－6） 37790（1番人気）
馬連票数 計 668379 的中 �� 146528（1番人気）
馬単票数 計 426637 的中 �� 62840（1番人気）
ワイド票数 計 342703 的中 �� 60160（1番人気）�� 19951（3番人気）�� 13055（8番人気）
3連複票数 計 809693 的中 ��� 58722（2番人気）
3連単票数 計1476515 的中 ��� 40294（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．1―12．3―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．1
3 9（11，13）2（5，8）（6，10）（3，7）4（1，12） 4 9，13（2，11，8）（5，10）（3，6）（4，7）（1，12）

勝馬の
紹 介

リンガディンドン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2014．6．21 阪神3着

2012．2．3生 牡3芦 母 リングジアラーム 母母 ターンバックジアラーム 4戦2勝 賞金 16，900，000円
〔制裁〕 オールオブユー号の騎手菱田裕二は，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：5番）
※パイナワレア号は，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。



04055 2月14日 晴 良 （27京都2）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・右・外）
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
1：31．4
1：30．7

良
良

68 アサクサティアラ 牝5青鹿55 福永 祐一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448＋ 21：35．1 6．0�
56 プリンセスアスク 牝4青鹿55 武 豊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 454＋ 21：35．2� 10．0�
812 トップアート 牡4鹿 57 菱田 裕二青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B442＋ 4 〃 クビ 26．9�
69 	 エイシンエルヴィン 牡4鹿 57 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 504± 01：35．3クビ 3．9�
57 フェイブルネージュ 牝4鹿 55 C．デムーロ �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：35．51
 3．9	
（仏）

33 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 528＋ 21：35．71
 14．2

813 メイショウヤマホコ 牡5黒鹿57 小牧 太松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 476＋ 4 〃 ハナ 7．5�
22 ルヴァンカー 牡4鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 8 〃 クビ 34．6�
11 アドマイヤメテオ 牡4青鹿57 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：35．8� 5．2
44 ヴェルフェン 牡5芦 57 酒井 学�Basic 土田 稔 新冠 村本牧場 506－ 21：36．01
 226．0�
45 トシストロング 牡4鹿 57 国分 優作上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 492－ 41：36．21
 91．7�
711 クリノジュロウジン 牡4栗 57 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 474－ 41：36．41
 617．7�
710	� イ ナ セ ナ 牡5栗 57 古川 吉洋杉浦 和也氏 的場 均 米 Guy Snowden &

Diane Snowden 534＋12 〃 クビ 253．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，647，600円 複勝： 44，715，300円 枠連： 19，148，600円
馬連： 65，242，500円 馬単： 33，225，900円 ワイド： 32，303，300円
3連複： 78，058，700円 3連単： 120，564，400円 計： 421，906，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 350円 � 730円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，020円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 19，120円 3 連 単 ��� 82，220円

票 数

単勝票数 計 286476 的中 � 37685（4番人気）
複勝票数 計 447153 的中 � 70317（3番人気）� 32217（6番人気）� 13413（8番人気）
枠連票数 計 191486 的中 （5－6） 47570（1番人気）
馬連票数 計 652425 的中 �� 18277（14番人気）
馬単票数 計 332259 的中 �� 5011（23番人気）
ワイド票数 計 323033 的中 �� 8815（13番人気）�� 4089（23番人気）�� 2157（33番人気）
3連複票数 計 780587 的中 ��� 3061（58番人気）
3連単票数 計1205644 的中 ��� 1063（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．7―49．2―1：01．1―1：12．4―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 6，12，8，9（2，7，10）（3，5）11（1，13）4 4 6，12，8，9（2，10）7，3（5，13）（1，11）4

勝馬の
紹 介

アサクサティアラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2013．3．3 阪神2着

2010．3．30生 牝5青鹿 母 ミルグレイン 母母 Mill Line 13戦3勝 賞金 32，201，000円
※クリノジュロウジン号は，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。

04056 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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 7，500，000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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

66 � キ ャ ン バ ス �4栗 56 �島 良太水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 468－222：01．0 8．1�
810 スズカアドニス 牡5栗 57 C．デムーロ 永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 02：01．31	 2．7�

（仏）

77 ハッピーロード �4栗 56 秋山真一郎豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 488＋ 22：01．4	 3．5�
22 ナムライットウセイ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 484＋ 42：01．82
 9．4�

（独）

11 � トーセンゴージャス 牡5黒鹿57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－12 〃 ハナ 48．2�

44 ダンツキャッチ �4鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522－ 62：02．01
 5．7	
33 � デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 福永 祐一田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 528± 02：02．85 6．6

89 メイショウイッシン 牡7黒鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 和子氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 522－ 22：03．22
 99．9�
55 アカリロンドン 牡4鹿 56 西村 太一小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 462± 02：03．51	 108．0�
78 サ チ ヒ メ 牝5青鹿55 古川 吉洋林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 446＋ 22：04．45 158．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，599，600円 複勝： 25，697，500円 枠連： 11，616，300円
馬連： 53，923，400円 馬単： 31，230，500円 ワイド： 25，945，500円
3連複： 62，472，900円 3連単： 120，876，100円 計： 355，361，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 190円 � 140円 � 140円 枠 連（6－8） 1，490円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 590円 �� 560円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 9，960円

票 数

単勝票数 計 235996 的中 � 23126（5番人気）
複勝票数 計 256975 的中 � 29552（5番人気）� 53280（1番人気）� 51032（2番人気）
枠連票数 計 116163 的中 （6－8） 6035（7番人気）
馬連票数 計 539234 的中 �� 30258（7番人気）
馬単票数 計 312305 的中 �� 9521（12番人気）
ワイド票数 計 259455 的中 �� 10040（12番人気）�� 10609（11番人気）�� 37653（1番人気）
3連複票数 計 624729 的中 ��� 32395（6番人気）
3連単票数 計1208761 的中 ��� 8798（33番人気）

ハロンタイム 7．3―11．9―12．6―13．4―13．1―13．1―12．9―12．2―11．9―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．2―31．8―45．2―58．3―1：11．4―1：24．3―1：36．5―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キ ャ ン バ ス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 フォーティナイナー

2011．4．15生 �4栗 母 フォーティカラーズ 母母 ダンジグカラーズ 4戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 キャンバス号の騎手�島良太は，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70，000円。（被害馬：10番）
※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。



04057 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

66 ペ ル フ ィ カ 牝3黒鹿54 菱田 裕二�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430± 01：35．6 3．0�

11 テイエムダンシング 牡3鹿 56 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 470＋ 21：35．7� 13．3�
33 ヴェルステルキング 牡3鹿 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：35．8� 4．0�
22 マスターリデル 牡3鹿 56 武 幸四郎吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 466＋ 21：36．01� 22．0�
77 	 ネオアトラクション 牡3鹿 56 C．デムーロ 林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 478± 01：36．1� 2．4�
（仏）

44 エイシンファイヤー 牡3鹿 56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 490－ 41：36．52
 7．4	
55 タマモパステル 牝3黒鹿54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 404＋ 21：38．9大差 104．6
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売 得 金
単勝： 34，591，100円 複勝： 31，194，600円 枠連： 発売なし
馬連： 69，775，700円 馬単： 48，720，200円 ワイド： 23，882，000円
3連複： 68，071，200円 3連単： 238，019，700円 計： 514，254，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 190円 � 570円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 530円 �� 250円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 345911 的中 � 90682（2番人気）
複勝票数 計 311946 的中 � 76711（2番人気）� 17545（5番人気）
馬連票数 計 697757 的中 �� 26648（7番人気）
馬単票数 計 487202 的中 �� 12269（13番人気）
ワイド票数 計 238820 的中 �� 10625（9番人気）�� 27572（3番人気）�� 11716（7番人気）
3連複票数 計 680712 的中 ��� 29318（5番人気）
3連単票数 計2380197 的中 ��� 17504（32番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．1―12．3―12．0―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．1―48．2―1：00．5―1：12．5―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペ ル フ ィ カ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2014．10．11 京都1着

2012．2．22生 牝3黒鹿 母 スティーリンキッシーズ 母母 Seewillo 4戦2勝 賞金 21，172，000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。

04058 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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，26．2．15以降27．2．8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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

22 プランスペスカ 牡5鹿 55 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B470＋ 42：25．9 3．6�
66 ダンディーズムーン 牡4鹿 54 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 8 〃 クビ 7．5�
77 ヤマイチパートナー 牡5栗 56 秋山真一郎坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 500± 02：26．11 2．3�
55 グッドカフェ �7青鹿54 福永 祐一杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 482－ 62：26．31� 15．8�
11 ダノンマックイン 牡7黒鹿55 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486± 02：26．4	 7．7�
33 
 メイショウテッサイ 牡7鹿 54 C．デムーロ 松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500－ 2 〃 クビ 9．9	

（仏）

44 
 メイショウオトコギ �6栗 52 酒井 学松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 492＋ 2 〃 ハナ 33．2

88 トニーポケット 牡6鹿 54 A．シュタルケ 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 486＋ 22：26．5� 11．3�
（独）
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売 得 金
単勝： 33，703，800円 複勝： 37，112，900円 枠連： 発売なし
馬連： 94，209，300円 馬単： 49，692，300円 ワイド： 37，638，700円
3連複： 94，830，700円 3連単： 219，937，800円 計： 567，125，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 190円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 480円 �� 200円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，450円

票 数

単勝票数 計 337038 的中 � 73838（2番人気）
複勝票数 計 371129 的中 � 60260（2番人気）� 37674（4番人気）� 113913（1番人気）
馬連票数 計 942093 的中 �� 48379（7番人気）
馬単票数 計 496923 的中 �� 15180（9番人気）
ワイド票数 計 376387 的中 �� 17873（8番人気）�� 55215（1番人気）�� 20175（7番人気）
3連複票数 計 948307 的中 ��� 60733（4番人気）
3連単票数 計2199378 的中 ��� 21377（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．4―12．6―12．6―12．4―12．3―12．8―12．4―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．8―35．2―47．8―1：00．4―1：12．8―1：25．1―1：37．9―1：50．3―2：02．3―2：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
6＝5，8，2，3（1，4）7
6＝5，8（2，3）（1，4）7

2
4
6＝5，8，2，3，1，4，7
6＝（5，8）（2，3）（1，4）7

勝馬の
紹 介

プランスペスカ �

父 ブラックタイド �


母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．5．8生 牡5鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 31戦4勝 賞金 64，823，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



04059 2月14日 晴 良 （27京都2）第5日 第11競走
ウインズ名古屋リニューアルオープン記念

��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，26．2．15以降27．2．8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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 アスカノロマン 牡4栗 54 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518＋201：56．8 6．9�

814 マルカプレジオ 牡7栃栗56 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504± 01：57．11� 4．3�
46 ソ ロ ル 牡5黒鹿57．5 幸 英明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 502－ 21：57．2� 9．7�
22 マイネルバイカ 牡6鹿 56 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 500± 0 〃 アタマ 10．0�
34 トウシンイーグル �7鹿 55 A．シュタルケ�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 478± 01：57．51� 45．0	

（独）

713 グラッツィア 牡7鹿 55 酒井 学山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498± 01：57．71	 149．0

815
 ランウェイワルツ 牡4栗 55 C．デムーロ�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 506＋ 41：57．8� 3．9�

（仏）

23 サンマルデューク 牡6黒鹿53 岡田 祥嗣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 500－ 61：57．9� 39．2�
610 タイムズアロー 牡7栗 55 菱田 裕二 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：58．0クビ 52．9
47 � ベルサリエーレ 牡5鹿 54 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 494＋121：58．21	 9．0�
58 トウショウフリーク 牡8鹿 57 四位 洋文トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 71：58．51� 17．5�
59 メイショウイチオシ 牡4黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 542± 01：58．71	 6．8�
611� カネトシイナーシャ 牡7黒鹿54 田中 健兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 490＋101：59．02 174．3�
712 スズカセクレターボ 牡7栗 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490＋181：59．1� 213．4�
35 ロ ン グ ロ ウ 牡8芦 53 国分 優作吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 542＋ 21：59．52� 44．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，840，400円 複勝： 95，072，500円 枠連： 71，655，100円
馬連： 251，566，900円 馬単： 106，506，200円 ワイド： 98，495，000円
3連複： 338，319，900円 3連単： 504，738，000円 計： 1，521，194，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 170円 � 270円 枠 連（1－8） 860円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，240円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 25，220円

票 数

単勝票数 計 548404 的中 � 62854（4番人気）
複勝票数 計 950725 的中 � 82724（5番人気）� 166824（2番人気）� 83401（4番人気）
枠連票数 計 716551 的中 （1－8） 64549（4番人気）
馬連票数 計2515669 的中 �� 110348（5番人気）
馬単票数 計1065062 的中 �� 22580（12番人気）
ワイド票数 計 984950 的中 �� 33713（6番人気）�� 19868（15番人気）�� 30693（9番人気）
3連複票数 計3383199 的中 ��� 51034（15番人気）
3連単票数 計5047380 的中 ��� 14508（72番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―11．6―12．9―12．1―12．1―12．5―12．6―12．4―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．3―29．9―42．8―54．9―1：07．0―1：19．5―1：32．1―1：44．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アスカノロマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．8．10 小倉4着

2011．5．22生 牡4栗 母 アスカノヒミコ 母母 ティリオブストラッフォード 13戦5勝 賞金 83，289，000円
〔制裁〕 トウシンイーグル号の騎手A．シュタルケは，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10，000円。（被害馬：15

番）
※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。

04060 2月14日 晴 良 （27京都2）第5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）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

712 トゥザレジェンド 牝5栗 55 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522－ 41：52．8 6．0�
58 � タンスチョキン 牝5鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 486± 01：52．9� 32．7�
33 ネヴァーハーツ 牝6栃栗55 幸 英明廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 474＋ 61：53．11� 41．9�
57 � ブライトエルフ 牝6栗 55 	島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 454－ 8 〃 クビ 71．9�
46 � フェリーチェレガロ 牝5黒鹿55 福永 祐一平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 494± 01：53．2クビ 2．9	
22 ウインクルキラリ 牝5栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 478－ 41：53．3� 107．3

11 セレッソレアル 牝4栗 54 国分 優作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 478－ 4 〃 クビ 13．1�
610 デ コ レ イ ト 牝6鹿 55 A．シュタルケ 吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 466± 01：53．51� 14．4�

（独）

814 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 秋山真一郎国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 522－ 21：53．92� 7．3
69 メリーウィドウ 牝4鹿 54 太宰 啓介 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 498－ 41：54．11� 23．6�
813 ベルフィオーレ 牝4黒鹿54 C．デムーロ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 2 〃 アタマ 3．6�

（仏）

711 メイショウクローバ 牝4鹿 54
51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B516＋ 21：54．95 32．2�

45 ハヤブサペコチャン 牝5栗 55 西村 太一武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 41：55．0
 99．2�
34 カレンコティヤール 牝4栗 54 菱田 裕二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 464± 01：56．8大差 42．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，739，300円 複勝： 62，588，100円 枠連： 36，642，100円
馬連： 131，951，600円 馬単： 59，616，400円 ワイド： 57，826，300円
3連複： 164，800，900円 3連単： 256，078，800円 計： 811，243，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 740円 � 830円 枠 連（5－7） 5，040円

馬 連 �� 12，580円 馬 単 �� 20，800円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 4，250円 �� 7，650円

3 連 複 ��� 91，350円 3 連 単 ��� 467，650円

票 数

単勝票数 計 417393 的中 � 55454（3番人気）
複勝票数 計 625881 的中 � 75788（3番人気）� 20628（8番人気）� 18104（10番人気）
枠連票数 計 366421 的中 （5－7） 5629（15番人気）
馬連票数 計1319516 的中 �� 8125（34番人気）
馬単票数 計 596164 的中 �� 2149（57番人気）
ワイド票数 計 578263 的中 �� 4367（38番人気）�� 3512（42番人気）�� 1937（60番人気）
3連複票数 計1648009 的中 ��� 1353（177番人気）
3連単票数 計2560788 的中 ��� 397（911番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．7―12．6―13．5―13．4―13．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．5―34．2―46．8―1：00．3―1：13．7―1：27．5―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

トゥザレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．4．5生 牝5栗 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 16戦4勝 賞金 46，100，000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。



（27京都2）第5日 2月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

199，370，000円
2，080，000円
7，980，000円
1，110，000円
17，590，000円
63，306，000円
4，160，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
358，195，900円
556，307，100円
222，369，900円
954，814，200円
506，618，900円
431，323，100円
1，169，423，100円
2，039，285，900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 6，238，338，100円

総入場人員 13，567名 （有料入場人員 12，280名）
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