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04061 2月15日 晴 良 （27京都2）第6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

22 マイネルカペラ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 41：55．6 5．2�

11 ショウナンラクティ 牡3鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 510± 01：55．81� 6．0�
69 アイファーマグオー 牡3栗 56 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 498± 01：55．9� 22．4�
33 ワールドリースター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 41：56．11� 1．9�
710 ヴ ェ リ テ �3栗 56 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 2 〃 ハナ 17．7	
812 ビクトリーミノル 牡3栗 56 藤岡 佑介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496－ 21：56．95 37．4

57 ヒルノケルン 牡3鹿 56 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 498± 01：57．0� 6．8�
813 トーセンギガ 牡3黒鹿56 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 2 〃 ハナ 110．1
45 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 474－ 4 〃 アタマ 131．0�
711 ビップハテンコウ 牡3鹿 56 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 村上 雅規 502＋ 21：57．63� 96．9�
44 メイショウヒコザ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋ 81：59．3大差 310．2�
68 オーサムレディ 牝3栗 54 池添 謙一堀江 貞幸氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 410－ 61：59．62 252．3�
56 シュテルンリッター �3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 西園 正都 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486＋142：01．09 16．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，586，400円 複勝： 41，872，000円 枠連： 10，389，400円
馬連： 47，350，800円 馬単： 32，019，600円 ワイド： 26，862，400円
3連複： 65，933，400円 3連単： 116，529，800円 計： 360，543，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 290円 � 510円 枠 連（1－2） 2，000円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 620円 �� 890円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 37，980円

票 数

単勝票数 計 195864 的中 � 29716（2番人気）
複勝票数 計 418720 的中 � 53046（2番人気）� 37725（4番人気）� 18750（5番人気）
枠連票数 計 103894 的中 （1－2） 4021（7番人気）
馬連票数 計 473508 的中 �� 20271（6番人気）
馬単票数 計 320196 的中 �� 7162（10番人気）
ワイド票数 計 268624 的中 �� 11655（7番人気）�� 7734（9番人気）�� 3806（16番人気）
3連複票数 計 659334 的中 ��� 5380（27番人気）
3連単票数 計1165298 的中 ��� 2224（105番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．4―13．3―13．7―13．3―12．6―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．3―50．6―1：04．3―1：17．6―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．0
1
3
1（2，6，9）（3，10）11（5，13）12（4，7，8）
1，9（2，10）11（3，6，12，8）13，7，5，4

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

勝馬の
紹 介

マイネルカペラ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．15 京都10着

2012．1．29生 牡3鹿 母 マイネベクルックス 母母 マイネミモーゼ 6戦1勝 賞金 6，800，000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〕 シュテルンリッター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月15日まで平地

競走に出走できない。

04062 2月15日 曇 良 （27京都2）第6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）

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

59 スキースクール 牝3青鹿54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 41：13．2 6．2�

35 シゲルハナガサ 牝3栗 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 432－ 41：13．52 8．7�
47 ショウナンサアーダ 牝3黒鹿54 武 豊国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 488－ 41：13．6� 4．6�
11 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 406＋ 41：13．7� 23．6�
815 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿54 岩田 康誠桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 3．3�
714 グランシュクレ 牝3芦 54 藤岡 佑介間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 452± 01：13．8� 2．8	
510 ウォーターメアヌイ 牝3鹿 54 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 424－ 41：14．75 52．9

713 ソ ニ ッ ク 牝3栗 54 和田 竜二�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 414± 01：14．91� 88．9�
612 グローバルスター 牝3栗 54 小坂 忠士内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 414－ 2 〃 ハナ 309．3
24 インシグニスブルー 牝3栗 54 幸 英明 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 446－ 21：15．53� 61．3�
611 アグネスエピソード 牝3黒鹿54 秋山真一郎渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 480± 01：15．71� 132．0�
36 エレガンスレディ 牝3鹿 54 池添 謙一国田 正忠氏 森田 直行 新冠 ハシモトフアーム 456＋181：15．8クビ 112．8�
12 グッドピアス 牝3栗 54 田中 健杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 400－ 1 〃 クビ 182．9�
816 イノチクレナイ 牝3栗 54 岡田 祥嗣小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 404－ 81：16．22� 283．3�
23 マヤジョワイユ 牝3鹿 54 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 440－121：16．41� 415．3�
48 ア ゲ ー ト 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 428＋ 61：17．46 607．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，622，800円 複勝： 35，766，600円 枠連： 13，270，100円
馬連： 55，627，400円 馬単： 30，834，800円 ワイド： 29，889，800円
3連複： 76，870，200円 3連単： 106，649，300円 計： 372，531，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 220円 � 160円 枠 連（3－5） 2，790円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 390円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 29，860円

票 数

単勝票数 計 236228 的中 � 30067（4番人気）
複勝票数 計 357666 的中 � 45222（4番人気）� 39120（5番人気）� 64840（3番人気）
枠連票数 計 132701 的中 （3－5） 3684（11番人気）
馬連票数 計 556274 的中 �� 11526（12番人気）
馬単票数 計 308348 的中 �� 3638（22番人気）
ワイド票数 計 298898 的中 �� 5959（13番人気）�� 21053（4番人気）�� 10693（9番人気）
3連複票数 計 768702 的中 ��� 12279（15番人気）
3連単票数 計1066493 的中 ��� 2589（93番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．1―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．3―36．4―48．8―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スキースクール �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．10．14 京都3着

2012．1．12生 牝3青鹿 母 スノーキトゥン 母母 Embassy 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アゲート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月15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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルトクビクトリー号

第２回 京都競馬 第６日



04063 2月15日 曇 良 （27京都2）第6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）
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
1：47．8
1：47．8

重
重

79 テイエムグンカン 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 498－ 41：53．6 86．7�
66 レッドルグラン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 512± 01：54．55 4．5�
22 サージェントバッジ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B488＋ 2 〃 アタマ 18．8�

（独）

811 オールマンリバー 牡3黒鹿56 池添 謙一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 7．9�
11 ショウナンバローネ 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 488± 01：54．81� 5．0�
810 シンゼンガンプ 牡3鹿 56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462± 01：54．9クビ 12．5	
78 ロングスピーク 牡3鹿 56 和田 竜二 
社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 570－ 21：55．0� 34．8�
44 � シゲルエベッサン 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 484＋ 61：55．1	 28．7�
33 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 56 武 豊松島 正昭氏 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 2 〃 クビ 2．3
55 ラブミークン 牡3栗 56 武 幸四郎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 472± 01：55．3� 15．0�
67 フォルゴラーレ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 484± 01：55．4	 68．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，891，000円 複勝： 45，871，100円 枠連： 13，078，200円
馬連： 58，897，000円 馬単： 38，449，200円 ワイド： 33，939，900円
3連複： 79，296，600円 3連単： 131，485，600円 計： 431，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，670円 複 勝 � 2，190円 � 200円 � 640円 枠 連（6－7） 5，020円

馬 連 �� 19，550円 馬 単 �� 50，940円

ワ イ ド �� 5，930円 �� 9，900円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 63，810円 3 連 単 ��� 560，740円

票 数

単勝票数 計 308910 的中 � 2850（11番人気）
複勝票数 計 458711 的中 � 4572（11番人気）� 74915（3番人気）� 17204（8番人気）
枠連票数 計 130782 的中 （6－7） 2017（18番人気）
馬連票数 計 588970 的中 �� 2334（43番人気）
馬単票数 計 384492 的中 �� 566（86番人気）
ワイド票数 計 339399 的中 �� 1463（43番人気）�� 872（49番人気）�� 5350（20番人気）
3連複票数 計 792966 的中 ��� 932（119番人気）
3連単票数 計1314856 的中 ��� 170（750番人気）

ハロンタイム 12．3―12．0―13．7―13．6―13．1―12．7―12．5―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―38．0―51．6―1：04．7―1：17．4―1：29．9―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムグンカン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Private Account デビュー 2014．10．18 京都4着

2012．3．19生 牡3栗 母 ケージービューティ 母母 Maplejinsky 4戦2勝 賞金 13，300，000円
※出走取消馬 ナムラパッキャオ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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。

04064 2月15日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27京都2）第6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

33 オーヴァージョイド 牡7鹿 60 北沢 伸也 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 540＋103：19．5 3．9�
57 カシノランナウェイ �5栗 60 黒岩 悠柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 498－ 63：19．71� 3．5�
46 タ イ タ ン 牡7栗 60 植野 貴也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490＋ 63：19．91� 3．2�
610 ミラクルルーマー 牡5芦 60 西谷 誠阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 538－ 43：20．64 10．2�
34 � オ マ モ リ 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 462＋ 63：21．77 21．3�
45 コスモメルハバ 牡6鹿 60 金子 光希 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 512－143：22．65 44．8	
711� クリノコトノオー 牡5鹿 60 平沢 健治栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 496＋283：22．81� 10．1

58 トゥルーフレンド 牡6鹿 60 難波 剛健武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 482－ 23：22．9	 40．6�
11 テイエムロカビリー 牡4芦 59 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 488＋ 83：23．85 164．8�
22 � カンタベリーラウス 牝4鹿 57 高野 和馬峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 448± 03：24．86 155．0
813 ブ ッ ト バ セ 牡5栗 60 田村 太雅一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド 518＋103：26．9大差 77．5�
69 ティマイドリーム 牡5鹿 60 小坂 忠士田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 496＋ 23：29．7大差 100．5�
712 マイネルカーミン 牡6黒鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 498＋ 43：29．91� 65．9�
814� メイショウリョウマ 牡7黒鹿60 中村 将之松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 6 （競走中止） 14．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，998，000円 複勝： 18，017，500円 枠連： 13，082，800円
馬連： 37，220，500円 馬単： 22，304，600円 ワイド： 18，832，700円
3連複： 53，620，500円 3連単： 77，916，900円 計： 259，993，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 120円 � 140円 枠 連（3－5） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 340円 �� 320円 �� 270円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 189980 的中 � 38266（3番人気）
複勝票数 計 180175 的中 � 28091（3番人気）� 41873（1番人気）� 32682（2番人気）
枠連票数 計 130828 的中 （3－5） 16052（2番人気）
馬連票数 計 372205 的中 �� 38935（2番人気）
馬単票数 計 223046 的中 �� 10628（5番人気）
ワイド票数 計 188327 的中 �� 13461（3番人気）�� 14988（2番人気）�� 18818（1番人気）
3連複票数 計 536205 的中 ��� 52243（1番人気）
3連単票数 計 779169 的中 ��� 12794（6番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 51．3－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーヴァージョイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 El Gran Senor デビュー 2010．11．27 京都10着

2008．3．12生 牡7鹿 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 メイショウリョウマ号は，2号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。
※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 オベレック号・グリーティングワン号
（非抽選馬） 1頭 スズカジョンブル号



04065 2月15日 曇 良 （27京都2）第6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

11 テイエムクロタカ 牡3青鹿56 A．シュタルケ 竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 480± 01：35．2 4．9�
（独）

814 オメガハートソング 牝3青鹿54 岩田 康誠原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 422－ 41：35．3� 2．6�
35 ウインベントゥーラ 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 450－ 2 〃 アタマ 4．5�
713 ケンブリッジナイン 牡3鹿 56 秋山真一郎中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 430－ 21：35．4	 12．5�
58 ゴールデンボーダー 牝3栗 54 池添 謙一下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 444－ 81：35．5	 100．6�
34 ロードヘラクレス 牡3黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 41：35．6	 36．8	
611 シゲルデンガク 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 436－ 8 〃 ハナ 87．3

59 センターピース 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462＋ 2 〃 ハナ 7．5�
46 ジョーアラタ 牡3鹿 56 藤岡 佑介上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 484＋ 41：35．7� 42．1�
610 クリノテンホー 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 橋口弘次郎 様似 様似渡辺牧場 414± 0 〃 クビ 34．8
22 トウカイルンバ 牡3黒鹿56 武 幸四郎内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 446± 01：36．12� 89．9�
712 マイネルジャスト 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 畠山牧場 440－101：36．2クビ 305．5�
47 エイプリルキッス 牝3黒鹿54 幸 英明�G1レーシング 梅田 智之 千歳 社台ファーム 440－ 21：36．3	 50．3�
23 クライミングローズ 牝3青鹿54 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－12 〃 ハナ 10．5�
815 シートライアル 牡3栗 56 田中 健関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 B468＋ 21：36．93� 217．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，605，800円 複勝： 45，535，600円 枠連： 13，980，400円
馬連： 65，563，900円 馬単： 34，887，700円 ワイド： 35，837，600円
3連複： 86，675，000円 3連単： 118，712，700円 計： 429，798，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 130円 � 140円 枠 連（1－8） 1，060円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 9，340円

票 数

単勝票数 計 286058 的中 � 46536（3番人気）
複勝票数 計 455356 的中 � 63644（4番人気）� 101171（1番人気）� 84946（2番人気）
枠連票数 計 139804 的中 （1－8） 10163（4番人気）
馬連票数 計 655639 的中 �� 50904（2番人気）
馬単票数 計 348877 的中 �� 11443（7番人気）
ワイド票数 計 358376 的中 �� 22650（3番人気）�� 22448（4番人気）�� 37842（1番人気）
3連複票数 計 866750 的中 ��� 46267（2番人気）
3連単票数 計1187127 的中 ��� 9207（15番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．7―11．9―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．4―48．1―1：00．0―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムクロタカ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．7．12 中京7着

2012．5．10生 牡3青鹿 母 タカノドレスアップ 母母 バトルシンフオニイ 7戦1勝 賞金 7，325，000円
※出走取消馬 ダノンジャンヌ号（疾病〔左肩端部裂創〕のため）
※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。
（非抽選馬） 3頭 シャオシンジュ号・ネコレーヌ号・メイショウスターク号
※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。

04066 2月15日 曇 良 （27京都2）第6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）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

711 レ ゲ ン デ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470 ―1：52．4 2．0�
33 カ ル シ ャ ン 牝3鹿 54 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：52．5� 35．6�
45 ゴールドグローリー 牝3栗 54 和田 竜二居城 要氏 友道 康夫 新冠 北勝ファーム 496 ―1：52．6� 3．7�
712 ユヴェーレン 牝3鹿 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―1：52．81� 13．8�

（独）

34 トウカイトレジャー 牡3栗 56 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 508 ―1：52．9� 16．6�
813 アーミーバローズ 牡3黒鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 松田 博資 浦河 富田牧場 458 ― 〃 アタマ 5．8	
814 ヤマニンロードン 牝3鹿 54 太宰 啓介土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 464 ―1：53．0� 47．4

69 マースキングズ 牡3青 56 国分 優作キャピタルクラブ 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 424 ―1：53．1クビ 83．7�
610 トゥーランドット 牝3栗 54 池添 謙一�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 456 ―1：53．2� 96．7
46 フェローニア 牝3黒鹿54 武 豊篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 448 ―1：53．83
 12．6�
58 スパークルジョイ 牝3鹿 54 四位 洋文吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 クビ 42．8�
11 キングサムソン 牡3鹿 56 幸 英明伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 482 ―1：54．11� 178．9�
57 トモノサンドラ 牝3芦 54 酒井 学共田 義夫氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 466 ― 〃 ハナ 133．9�
22 ニホンピロスパーズ 牡3鹿 56 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 528 ― 〃 ハナ 233．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，799，300円 複勝： 33，069，800円 枠連： 17，299，700円
馬連： 59，755，100円 馬単： 38，223，900円 ワイド： 30，067，500円
3連複： 73，299，600円 3連単： 116，948，000円 計： 402，462，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 380円 � 160円 枠 連（3－7） 760円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 250円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 20，450円

票 数

単勝票数 計 337993 的中 � 132517（1番人気）
複勝票数 計 330698 的中 � 77037（1番人気）� 15912（7番人気）� 58666（3番人気）
枠連票数 計 172997 的中 （3－7） 17475（3番人気）
馬連票数 計 597551 的中 �� 13573（12番人気）
馬単票数 計 382239 的中 �� 7308（12番人気）
ワイド票数 計 300675 的中 �� 6065（13番人気）�� 36391（1番人気）�� 4779（16番人気）
3連複票数 計 732996 的中 ��� 14474（9番人気）
3連単票数 計1169480 的中 ��� 4145（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．9―38．4―51．0―1：04．5―1：17．5―1：29．7―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F34．9
3 3，11（5，12）（6，9，10）（2，4，14）（13，8）－7，1 4 3，11（5，12）10（9，14）（6，4）（2，13，8）－7－1

勝馬の
紹 介

レ ゲ ン デ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini 初出走

2012．3．21生 牡3鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 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。



04067 2月15日 曇 良 （27京都2）第6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

67 � ヒルノデイバロー 牡4黒鹿56 	島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B518± 01：53．8 2．6�
78 タガノハヤテ 牡4栗 56 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 496＋ 6 〃 クビ 5．9�
811 タイガークラウン 牡4黒鹿56 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 476－ 41：53．9クビ 10．6�
44 ハッピーメモリーズ 牡4芦 56 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 478－ 81：54．32
 18．2�
11 オールデフィート 牡4鹿 56 酒井 学�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 474＋ 2 〃 ハナ 48．7	
55 サンライズレーヴ 牡4栗 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464± 01：54．83 2．4

79 スペルヴィア 牡6黒鹿57 藤岡 佑介佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 530± 01：55．33 24．3�
66 � トーセンリュー 牡5黒鹿57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 ハナ 46．0
33 サンエルピス 牝4栗 54 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 448－ 41：55．4
 81．4�
810� フロリダブルー 牡5鹿 57 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 米 Darley & Craig

D. Upham 466＋ 8 〃 アタマ 19．1�
（10頭）

22 � ワンダーパラジーノ 牡5栗 57
54 ▲城戸 義政山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，784，300円 複勝： 32，140，100円 枠連： 14，269，500円
馬連： 64，489，100円 馬単： 40，188，500円 ワイド： 30，762，000円
3連複： 83，011，000円 3連単： 155，868，700円 計： 448，513，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 230円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 390円 �� 520円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 9，390円

票 数

単勝票数 差引計 277843（返還計 20） 的中 � 82855（2番人気）
複勝票数 差引計 321401（返還計 37） 的中 � 78458（2番人気）� 43961（3番人気）� 29312（4番人気）
枠連票数 差引計 142695（返還計 154） 的中 （6－7） 17590（3番人気）
馬連票数 差引計 644891（返還計 156） 的中 �� 49600（3番人気）
馬単票数 差引計 401885（返還計 60） 的中 �� 20696（4番人気）
ワイド票数 差引計 307620（返還計 67） 的中 �� 21194（3番人気）�� 15225（5番人気）�� 7463（12番人気）
3連複票数 差引計 830110（返還計 476） 的中 ��� 18191（9番人気）
3連単票数 差引計1558687（返還計 680） 的中 ��� 12026（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．6―51．0―1：04．3―1：17．3―1：29．4―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノデイバロー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Go for Gin

2011．5．18生 牡4黒鹿 母 デ ッ ク 母母 Locate 4戦1勝 賞金 10，500，000円
地方デビュー 2014．10．9 門別

〔出走取消〕 ワンダーパラジーノ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

04068 2月15日 曇 良 （27京都2）第6日 第8競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

36 アラタマシャトル 牡4鹿 57 戸崎 圭太荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 486－ 61：12．5 7．3�
59 テイエムチカラ 牡5栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 518－ 6 〃 ハナ 4．0�
23 トリックデック 牡4栗 57 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋141：12．71� 10．9�
12 � チョウエンペラー 牡4栗 57 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 452－ 4 〃 クビ 45．1�
612 パイメイメイ 牝4鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B468－ 81：12．8クビ 8．5�
510 ボールドジャパン 牡4鹿 57 川田 将雅増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 512－ 41：12．9� 8．5�
47 クリノプリムラ 牝4栗 55 小坂 忠士栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 440－ 41：13．0	 164．8	
611 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486± 01：13．1	 4．1

24 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 434± 0 〃 ハナ 71．0�
713 メイショウカノン 牡4青鹿57 武 幸四郎松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468＋ 2 〃 ハナ 22．6
35 スナークマスカラス 牡4栗 57 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 466－ 21：13．63 207．1�
816� エヴリシーズン 牡5鹿 57 和田 竜二飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450＋ 81：13．7� 90．0�
48 ピッツネイル 牝4芦 55 A．シュタルケ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 520＋141：14．12� 22．5�

（独）

11 プレフェリート 牡4鹿 57 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：14．41	 12．2�

815� クリノロブソン 牡5黒鹿 57
54 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 梅内 忍 浦河 ダイヤモンドファーム 444－ 21：14．5� 413．2�

714 サクラフェリース 牝5栗 55 酒井 学�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 524＋26 〃 ハナ 14．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，308，200円 複勝： 42，663，100円 枠連： 24，955，200円
馬連： 86，755，100円 馬単： 40，688，700円 ワイド： 42，648，200円
3連複： 116，180，400円 3連単： 146，190，400円 計： 528，389，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 200円 � 430円 枠 連（3－5） 1，010円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，550円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 8，900円 3 連 単 ��� 47，140円

票 数

単勝票数 計 283082 的中 � 31010（3番人気）
複勝票数 計 426631 的中 � 40247（5番人気）� 64938（2番人気）� 22520（7番人気）
枠連票数 計 249552 的中 （3－5） 19121（2番人気）
馬連票数 計 867551 的中 �� 28786（7番人気）
馬単票数 計 406887 的中 �� 5818（15番人気）
ワイド票数 計 426482 的中 �� 13656（6番人気）�� 6952（19番人気）�� 7665（15番人気）
3連複票数 計1161804 的中 ��� 9782（27番人気）
3連単票数 計1461904 的中 ��� 2248（143番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．2―12．0―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラタマシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2013．7．21 中京4着

2011．4．27生 牡4鹿 母 アラタマヘイロー 母母 アラタマオペラ 15戦2勝 賞金 20，758，000円
〔制裁〕 ピッツネイル号の騎手A．シュタルケは，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。
〔その他〕 ピッツネイル号は，3コーナーで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ブリッツ号
※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。



04069 2月15日 曇 良 （27京都2）第6日 第9競走 ��
��1，900�

お お つ

大 津 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 252，000円 72，000円 36，000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 レッドグランザ 牡6鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 B510－ 21：59．1 2．5�
77 � キーアシスト 牡4鹿 56 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 490－ 41：59．63 17．6�
22 ヒラボクレジェンド 牡4栗 56 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 512－ 21：59．81 4．5�
44 ゴ ダ ー ル 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492± 02：00．01	 6．2�
78 フォントルロイ 牡6鹿 57 A．シュタルケ 大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 512－ 62：00．63	 22．5�

（独）

89 キングブレイク 牡6栗 57 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 524＋ 22：01．02	 5．2	
810 エーシンヘディング 牡5鹿 57 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 484＋ 22：01．53 10．5

66 ファイヤーロック 牡4黒鹿56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 488＋122：01．92	 23．8�
55 キングスバーン 牡6鹿 57 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 516＋ 62：02．0	 53．8�
11 メイショウシンシア 牡4鹿 56 武 幸四郎松本 好氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456＋ 6 （競走中止） 44．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，552，800円 複勝： 54，795，900円 枠連： 22，147，600円
馬連： 109，340，800円 馬単： 56，082，600円 ワイド： 46，250，700円
3連複： 132，134，400円 3連単： 244，478，400円 計： 702，783，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 340円 � 160円 枠 連（3－7） 1，110円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 750円 �� 280円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 17，640円

票 数

単勝票数 計 375528 的中 � 119560（1番人気）
複勝票数 計 547959 的中 � 149113（1番人気）� 28541（7番人気）� 90184（2番人気）
枠連票数 計 221476 的中 （3－7） 15341（4番人気）
馬連票数 計1093408 的中 �� 35031（10番人気）
馬単票数 計 560826 的中 �� 12755（15番人気）
ワイド票数 計 462507 的中 �� 14890（8番人気）�� 47980（1番人気）�� 11247（12番人気）
3連複票数 計1321344 的中 ��� 28809（14番人気）
3連単票数 計2444784 的中 ��� 10044（56番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．1―13．7―13．2―13．0―12．4―12．3―11．6―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．8―44．5―57．7―1：10．7―1：23．1―1：35．4―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
3，7（2，10）4，5（1，6）9，8・（3，7）（2，4，10）6（1，5）（8，9）

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

勝馬の
紹 介

レッドグランザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig デビュー 2011．9．4 札幌2着

2009．4．12生 牡6鹿 母 リュウオーレディ 母母 エ チ ケ ッ ト 13戦4勝 賞金 57，800，000円
〔競走中止〕 メイショウシンシア号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

04070 2月15日 曇 良 （27京都2）第6日 第10競走 ��
��1，800�

あ す か

飛鳥ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

66 テイエムイナズマ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 518－121：46．9 9．9�

（独）

55 � シベリアンスパーブ 牡6鹿 57 戸崎 圭太藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 506＋ 21：47．11	 21．0�
78 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 514＋ 41：47．2
 10．6�
33 トーセンマタコイヤ 牡4青鹿56 武 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 1．4�
89 ベストドリーム 牡4鹿 56 秋山真一郎堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 462－ 41：47．41� 47．1�
44 エアアンセム 牡4黒鹿56 岩田 康誠 	ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494± 01：47．71
 4．8

77 タマモトッププレイ 牡6黒鹿57 池添 謙一タマモ	 南井 克巳 浦河 信成牧場 488－ 8 〃 ハナ 27．4�
11 � エーシンマックス 牡5栗 57 太宰 啓介	栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 504－ 41：47．91	 26．8�
810 サフランディライト 牡7鹿 57 四位 洋文海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 492－ 2 〃 ハナ 98．0
22 アイウォントユー 牡8栗 57 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 480± 01：48．1
 145．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，983，200円 複勝： 172，353，000円 枠連： 27，896，900円
馬連： 132，772，500円 馬単： 102，443，900円 ワイド： 56，485，700円
3連複： 155，410，900円 3連単： 461，150，800円 計： 1，160，496，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 700円 � 1，090円 � 750円 枠 連（5－6） 7，650円

馬 連 �� 7，030円 馬 単 �� 15，630円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 890円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 10，350円 3 連 単 ��� 111，740円

票 数

単勝票数 計 519832 的中 � 41647（3番人気）
複勝票数 計1723530 的中 � 66484（3番人気）� 40826（5番人気）� 61600（4番人気）
枠連票数 計 278969 的中 （5－6） 2823（14番人気）
馬連票数 計1327725 的中 �� 14624（16番人気）
馬単票数 計1024439 的中 �� 4914（30番人気）
ワイド票数 計 564857 的中 �� 11335（14番人気）�� 16584（10番人気）�� 11791（13番人気）
3連複票数 計1554109 的中 ��� 11257（28番人気）
3連単票数 計4611508 的中 ��� 2992（192番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―11．6―12．5―12．4―11．9―11．2―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―36．1―48．6―1：01．0―1：12．9―1：24．1―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 7，8（1，6）－5，3（4，10）（2，9） 4 ・（7，8）6，1，3，5（4，10）（2，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムイナズマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Danzig デビュー 2012．8．5 小倉5着

2010．3．31生 牡5黒鹿 母 ク ラ ス タ ー 母母 Knot 26戦3勝 賞金 81，155，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 エアアンセム号は，枠入り不良。
※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



04071 2月15日 曇 良 （27京都2）第6日 第11競走
第108回農林水産省賞典

��
��2，200�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，26．2．15以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，26．2．14以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

66 ラブリーデイ 牡5黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：11．5 8．5�

79 スズカデヴィアス 牡4黒鹿55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 506＋10 〃 ハナ 16．1�
44 キ ズ ナ 牡5青鹿57 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋22 〃 クビ 2．3�
33 レッドデイヴィス �7鹿 56 A．シュタルケ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：11．71	 48．8�

（独）

78 ハープスター 牝4鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 490＋142：11．9
 1．8	
67 トウシンモンステラ 牡5黒鹿56 岩田 康誠�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：12．0
 22．6

811 ハギノハイブリッド 牡4栗 56 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 452－ 22：12．21 36．1�
810 マイネルディーン 牡6青 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 450－10 〃 ハナ 164．2�
55 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 国分 優作�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 498－ 4 〃 ハナ 123．4
11 アクションスター 牡5栗 56 池添 謙一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 22：12．94 181．4�
22 ノ ー ス テ ア �7栗 56 四位 洋文山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 542＋182：13．0	 235．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 279，530，000円 複勝： 258，434，800円 枠連： 100，531，500円
馬連： 613，335，400円 馬単： 453，929，500円 ワイド： 214，440，300円
3連複： 775，560，000円 3連単： 2，567，790，300円 計： 5，263，551，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 240円 � 350円 � 150円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 730円 �� 430円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 24，210円

票 数

単勝票数 計2795300 的中 � 262914（3番人気）
複勝票数 計2584348 的中 � 252348（3番人気）� 158443（4番人気）� 565668（2番人気）
枠連票数 計1005315 的中 （6－7） 159486（2番人気）
馬連票数 計6133354 的中 �� 156269（9番人気）
馬単票数 計4539295 的中 �� 57645（15番人気）
ワイド票数 計2144403 的中 �� 72875（9番人気）�� 132642（3番人気）�� 84351（6番人気）
3連複票数 計7755600 的中 ��� 197744（8番人気）
3連単票数 計25677903 的中 ��� 76874（66番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．6―12．3―12．1―12．2―12．4―11．7―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．2―36．8―49．1―1：01．2―1：13．4―1：25．8―1：37．5―1：48．9―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブリーデイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．19 小倉1着

2010．1．30生 牡5黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 19戦5勝 賞金 234，260，000円
〔制裁〕 ハープスター号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成27年2月21日から平成27年3月

1日まで騎乗停止。（被害馬：7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。

04072 2月15日 曇 良 （27京都2）第6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 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
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 サクラエール 牡4黒鹿57 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 472－ 21：24．3 3．9�
48 ツヨシノブルーム �6芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 506± 01：24．51	 16．7�
47 メイショウロフウ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 494＋201：24．92
 8．8�
714 マッシヴヒーロー 牡6鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 468＋ 21：25．11
 185．5�
816 ゴールドスーク 牡4栗 57 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：25．2
 5．5	
36 � ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 A．シュタルケ�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 464＋ 21：25．3クビ 6．6


（独）

713 ピースマーク 牡4鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 510－ 21：25．51	 3．8�
11 ハ ヤ ブ サ 牡6鹿 57 国分 優作西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 472± 01：25．71
 52．4�
24 バ コ パ 牡6栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482± 01：26．01� 38．8
35 アポロパレス 牝6鹿 55 岩田 康誠小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 472＋ 61：26．1
 79．0�
815 ヒカリブランデー 牡4鹿 57 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482± 0 〃 クビ 10．3�
611 ドリームカイザー 牡4栗 57 和田 竜二セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 B510＋ 81：26．31
 20．4�
12 キョウワリベラル 牡6黒鹿57 酒井 学�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 504＋ 21：26．4
 178．3�
59 � ブレイヴフィート 牝5鹿 55 武 幸四郎下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 450＋ 41：26．61
 199．2�
612 ブラボーランサー 牡4鹿 57 島 良太田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 528± 01：27．45 69．1�

（15頭）
510 マルカファイン 牡6栗 57 秋山真一郎日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 57，368，900円 複勝： 73，289，100円 枠連： 48，411，100円
馬連： 165，540，000円 馬単： 74，796，800円 ワイド： 68，630，500円
3連複： 214，408，100円 3連単： 338，706，400円 計： 1，041，150，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 380円 � 380円 枠 連（2－4） 1，600円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，040円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 46，720円

票 数

単勝票数 計 573689 的中 � 116876（2番人気）
複勝票数 計 732891 的中 � 117510（2番人気）� 45910（7番人気）� 46461（6番人気）
枠連票数 計 484111 的中 （2－4） 23429（10番人気）
馬連票数 計1655400 的中 �� 44390（12番人気）
馬単票数 計 747968 的中 �� 12223（18番人気）
ワイド票数 計 686305 的中 �� 19157（10番人気）�� 17254（13番人気）�� 6881（29番人気）
3連複票数 計2144081 的中 ��� 15154（33番人気）
3連単票数 計3387064 的中 ��� 5256（152番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．1―12．5―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．3―46．4―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 ・（7，11）－13，8，9，6（14，12）（5，16）2（15，4）（1，3） 4 ・（7，11）－（8，13）－6，9（14，16）5，4（2，15）（12，3）1

勝馬の
紹 介

サクラエール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラホクトオー デビュー 2013．12．22 阪神1着

2011．3．29生 牡4黒鹿 母 サクラロマンス 母母 サクラハツスル 11戦3勝 賞金 30，236，000円
〔出走取消〕 マルカファイン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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） 5頭 ガンジー号・サマーハピネス号・マイネオレンジ号・リバーソウル号・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6日 2月15日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

292，840，000円
2，080，000円
6，460，000円
1，800，000円
26，880，000円
3，000，000円
62，231，000円
4，988，800円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
638，030，700円
853，808，600円
319，312，400円
1，496，647，600円
964，849，800円
634，647，300円
1，912，400，100円
4，582，427，300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 11，402，123，800円

総入場人員 32，630名 （有料入場人員 30，569名）
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