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04037 2月7日 晴 良 （28京都2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

34 カ ラ ク プ ア 牡3黒鹿56 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム 492＋ 61：55．1 1．4�

813 サウスオブボーダー 牡3鹿 56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 クビ 6．8�
11 シーザワールド 牡3鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 武田 博 日高 山際 辰夫 492＋ 21：56．27 55．2�
57 ミラクルユニバンス 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444－ 21：56．41� 6．9�
814 デッセシャテーヌ 牝3栗 54 M．デムーロ篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 474＋ 41：57．25 10．8�
610 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 荻野 琢真	ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 416－ 21：57．3� 87．8

33 ミトノグリーン 牡3黒鹿56 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 482± 01：57．51 118．4�
58 ホッコースイセイ 牝3栗 54 川島 信二矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 456－ 2 〃 クビ 38．9�
69 シュルーバック 牝3鹿 54 古川 吉洋西森 鶴氏 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 514＋ 21：57．6クビ 117．3
46 タガノゼウス 牡3黒鹿56 和田 竜二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 81：58．02� 15．8�
22 キッズガチマヤー 牡3鹿 56 柴田 未崎瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 502－ 41：58．1クビ 110．4�
712 イスズゴールド 牡3黒鹿 56

54 △�島 克駿内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 424± 01：58．2� 276．7�
45 アローフロスト 牡3栗 56

54 △義 英真村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 448－ 21：58．41� 136．8�
711 サンライズユウオウ 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 浦河 猿橋 義昭 466± 01：59．89 138．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，427，700円 複勝： 119，008，500円 枠連： 14，543，800円
馬連： 52，203，200円 馬単： 37，468，800円 ワイド： 32，872，700円
3連複： 80，816，100円 3連単： 145，086，600円 計： 507，427，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 150円 � 450円 枠 連（3－8） 270円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 230円 �� 830円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 254277 的中 � 143164（1番人気）
複勝票数 計1190085 的中 � 966259（1番人気）� 54164（3番人気）� 11191（7番人気）
枠連票数 計 145438 的中 （3－8） 41047（1番人気）
馬連票数 計 522032 的中 �� 104080（2番人気）
馬単票数 計 374688 的中 �� 61474（2番人気）
ワイド票数 計 328727 的中 �� 45074（2番人気）�� 9217（9番人気）�� 3483（20番人気）
3連複票数 計 808161 的中 ��� 22467（7番人気）
3連単票数 計1450866 的中 ��� 18593（14番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．7―13．4―13．4―12．7―13．0―12．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．4―50．8―1：04．2―1：16．9―1：29．9―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ラ ク プ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Grindstone デビュー 2015．7．19 函館5着

2013．1．28生 牡3黒鹿 母 リリウオカラニ 母母 Tropico Cielo 9戦1勝 賞金 13，050，000円
〔その他〕 キッズガチマヤー号は，最後の直線コースで鞭に反応して外側に逃避したことについて平地調教注意。

04038 2月7日 晴 良 （28京都2）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時25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

510 シゲルムロアジ 牡3青鹿56 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 486－ 21：14．1 4．5�
816� ジ ラ ン ド ラ 牡3栗 56 幸 英明前田 葉子氏 岡田 稲男 米 North Hills

Co. Limited 534＋ 6 〃 クビ 4．7�
611 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B506＋ 21：14．41� 37．1�
36 メイカーズムービー 	3黒鹿56 D．バルジュー 髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 450－101：14．5� 6．3�
（伊）

612 ノーアトゥーン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 482－ 61：14．6� 15．9�
12 ゴールデンスランバ 牡3黒鹿56 C．ルメール 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 438－ 4 〃 ハナ 4．1

714 トルシュローズ 牝3栗 54

52 △
島 克駿�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 464－ 41：14．7クビ 31．2�
713 スープレックス 	3鹿 56

54 △義 英真藤井聡一郎氏 崎山 博樹 日高 日高大洋牧場 428－ 21：15．23 110．3�
11 トウケイドライヴ 牡3鹿 56 太宰 啓介木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 462± 01：15．41� 115．6
815 アイファーチェリー 牝3鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 B394－ 41：15．61� 451．3�
35 ヤマニンロスター 牡3栗 56 内田 博幸土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476± 01：15．81 21．0�
47 カガフルスロットル 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 450± 01：16．01� 43．7�
23 ランドハイパワー 牡3鹿 56 松田 大作木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 476－10 〃 ハナ 5．1�
24 ソ ラ ー レ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 464＋ 21：16．63� 186．7�
48 スリーサンレーザー 牝3黒鹿54 小林 徹弥永井商事	 目野 哲也 浦河 辻 牧場 488－ 4 〃 クビ 210．4�
59 ブラウンテヌート 牝3青鹿54 高倉 稜キャピタルクラブ 松元 茂樹 浦河 地興牧場 462－ 41：17．02� 92．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，091，900円 複勝： 39，050，400円 枠連： 14，146，400円
馬連： 56，990，400円 馬単： 28，569，900円 ワイド： 36，623，700円
3連複： 81，114，400円 3連単： 102，446，800円 計： 383，033，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 170円 � 860円 枠 連（5－8） 1，120円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，070円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 9，560円 3 連 単 ��� 43，050円

票 数

単勝票数 計 240919 的中 � 41921（2番人気）
複勝票数 計 390504 的中 � 78154（1番人気）� 67074（2番人気）� 8065（9番人気）
枠連票数 計 141464 的中 （5－8） 9717（5番人気）
馬連票数 計 569904 的中 �� 38807（5番人気）
馬単票数 計 285699 的中 �� 9347（8番人気）
ワイド票数 計 366237 的中 �� 23958（4番人気）�� 4328（22番人気）�� 3675（25番人気）
3連複票数 計 811144 的中 ��� 6357（29番人気）
3連単票数 計1024468 的中 ��� 1725（135番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．6―12．5―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―36．5―49．0―1：01．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルムロアジ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2015．6．20 函館6着

2013．3．22生 牡3青鹿 母 バイタルクィーン 母母 コンテッサクィーン 8戦1勝 賞金 8，350，000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。

第２回 京都競馬 第４日



04039 2月7日 晴 良 （28京都2）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走10時55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

79 ロイヤルパンプ 牡4栗 56 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 540＋101：53．1 2．0�
11 オウケンワールド 牡4芦 56 川田 将雅福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 494－ 21：53．31� 4．3�
44 メイショウクオン 牡4鹿 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 520＋161：54．36 11．1�
33 サトノバリアント 牡5鹿 57 F．ヴェロン里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458－ 61：54．72� 6．6�

（仏）

811	 クリノエビスジン 牡5鹿 57
55 △
島 克駿栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 482－ 81：54．91� 35．2�

55 アースシンフォニー 牡4鹿 56 太宰 啓介	ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B492＋ 6 〃 クビ 4．6

810	 スズカレビン 牡5鹿 57 D．バルジュー 永井 啓弍氏 目野 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 01：55．0� 66．7�

（伊）

67 アイヅラブリー 牝5鹿 55 和田 竜二真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 474－ 21：56．06 65．1�
78 ビクトリーミノル 牡4栗 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486± 01：56．1クビ 76．3
66 グランドデザイン 牝4黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 460－ 21：57．37 111．3�
22 	 スティールブルグ 牡4鹿 56 中谷 雄太栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498－ 61：57．61 160．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，920，200円 複勝： 40，792，100円 枠連： 11，638，500円
馬連： 51，917，400円 馬単： 34，142，500円 ワイド： 31，186，900円
3連複： 70，488，500円 3連単： 143，391，000円 計： 409，477，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（1－7） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 200円 �� 380円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 259202 的中 � 99373（1番人気）
複勝票数 計 407921 的中 � 182239（1番人気）� 58701（3番人気）� 26040（5番人気）
枠連票数 計 116385 的中 （1－7） 21652（1番人気）
馬連票数 計 519174 的中 �� 102394（1番人気）
馬単票数 計 341425 的中 �� 42524（1番人気）
ワイド票数 計 311869 的中 �� 48189（1番人気）�� 19460（5番人気）�� 9631（10番人気）
3連複票数 計 704885 的中 ��� 43725（5番人気）
3連単票数 計1433910 的中 ��� 30960（7番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―13．0―12．7―12．5―12．6―12．4―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―37．3―50．0―1：02．5―1：15．1―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
・（1，9）4－（6，8）（10，11）－3，2，5，7・（1，9）（4，3）11（10，8）－（6，2，5）－7

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルパンプ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．6．14 東京9着

2012．3．22生 牡4栗 母 ロイヤルタバスコ 母母 マチカネベニザクラ 10戦1勝 賞金 17，750，000円
［他本会外：2戦1勝］

※アイヅラブリー号・グランドデザイン号は，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。

04040 2月7日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28京都2）第4日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：11．2良・重

58 ショウリュウバイオ �6栗 60 平沢 健治バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466＋ 23：18．3 10．0�
814 ピ ン ク マ ン 牡4黒鹿59 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 460＋ 43：18．62 4．3�
34 � ケンブリッジアーサ 牡6鹿 60 草野 太郎中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464＋ 83：19．02� 48．9�
33 スズカシャトル 牡5鹿 60 林 満明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 486－ 43：19．1クビ 5．7�
22 リスヴェリアート 牡6鹿 60 難波 剛健�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 448－ 23：19．31	 3．5�
712 ツカサブレイブ 牡4青鹿59 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 474± 03：19．4
 13．7	
46 タガノレイヨネ 牡7栗 60 森 一馬八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 63：19．71
 4．5

813� コ ン コ ー ド 牡4鹿 59 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 530＋ 83：19．8
 11．1�
57 サニーゴールド �4青鹿59 大江原 圭堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 丸村村下

ファーム 488＋ 63：22．7大差 86．1�
45 � トーセンアゲイン 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 512＋193：28．0大差 44．1�
11 マサノボーラー 牝4栗 57 田村 太雅猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 456＋123：29．06 116．5�
610� タ カ ミ ル 牡7芦 60 上野 翔村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 506＋ 83：34．8大差 91．2�
69 ビバワールド �5鹿 60 中村 将之窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 532＋203：36．9大差 62．1�

（13頭）
711 ルートヴィヒコード 牡4鹿 59 小坂 忠士�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，777，500円 複勝： 23，792，600円 枠連： 13，186，900円
馬連： 42，012，200円 馬単： 24，930，800円 ワイド： 25，386，000円
3連複： 69，860，300円 3連単： 98，673，900円 計： 316，620，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 310円 � 190円 � 770円 枠 連（5－8） 1，520円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 860円 �� 4，280円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 36，610円 3 連 単 ��� 182，490円

票 数

単勝票数 計 187775 的中 � 15006（5番人気）
複勝票数 計 237926 的中 � 19425（5番人気）� 40816（2番人気）� 6524（8番人気）
枠連票数 計 131869 的中 （5－8） 6703（7番人気）
馬連票数 計 420122 的中 �� 14560（10番人気）
馬単票数 計 249308 的中 �� 3553（25番人気）
ワイド票数 計 253860 的中 �� 7950（10番人気）�� 1487（34番人気）�� 1982（27番人気）
3連複票数 計 698603 的中 ��� 1431（73番人気）
3連単票数 計 986739 的中 ��� 392（353番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 53．4－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウバイオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．22 阪神4着

2010．2．27生 �6栗 母 シアリアスバイオ 母母 コミニュケーション 障害：3戦1勝 賞金 8，600，000円
〔出走取消〕 ルートヴィヒコード号は，疾病〔左肩跛行〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グランドデザイン号・クリノキングムーン号
（非抽選馬） 5頭 エンパイアサンデー号・ジョージジョージ号・トーセンスラッガー号・マコトダッソー号・ララオムドゥクー号



04041 2月7日 曇 良 （28京都2）第4日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

510 レッドエルディスト 牡3芦 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502－ 62：15．0 6．8�
713 デルマオギン 牝3鹿 54 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468－ 22：15．21� 7．3�
48 ロードランウェイ 牡3鹿 56 川田 将雅 �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 482± 02：15．41� 23．5�
714 インザサイレンス 牡3芦 56 小牧 太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 456－ 62：15．5	 3．0�
11 マテンロウバッハ 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 486－12 〃 ハナ 11．2�
59 グローサーザール 牡3栗 56 内田 博幸 	社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 536－ 62：15．71� 33．5

611 スマートガルーダ 牡3鹿 56 F．ヴェロン大川 徹氏 松田 国英 新冠 秋田牧場 488＋ 42：15．8クビ 20．5�

（仏）

12 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 B502± 02：16．01� 26．0�
23 メイショウサトヤマ 牡3栗 56 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 498± 0 〃 クビ 207．0
612 ライペンミノル 牡3栗 56 松若 風馬吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 520－ 42：16．21� 34．5�
35 ウインカートゥーン 牡3黒鹿56 幸 英明�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 2 〃 ハナ 8．2�
47 スリーアリアン 牝3鹿 54 
島 良太永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 440＋ 62：16．3	 92．9�
24 シャイニーダスト 牡3鹿 56 武 豊小林 昌志氏 須貝 尚介 平取 雅 牧場 B476－ 42：17．25 5．0�
36 ブルベアメルルーサ 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 斉藤スタッド 440± 02：17．3クビ 207．4�
816 マイネルブランブル 牡3芦 56 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 502－ 42：18．79 87．0�
815 サトノサンシャイン 牝3青鹿54 和田 竜二里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B412－ 42：20．4大差 97．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，386，300円 複勝： 57，145，600円 枠連： 20，536，200円
馬連： 74，816，000円 馬単： 39，823，800円 ワイド： 51，104，100円
3連複： 112，720，600円 3連単： 140，681，700円 計： 527，214，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 260円 � 380円 � 550円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 2，020円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 17，800円 3 連 単 ��� 86，140円

票 数

単勝票数 計 303863 的中 � 35403（3番人気）
複勝票数 計 571456 的中 � 62821（4番人気）� 39399（6番人気）� 25125（7番人気）
枠連票数 計 205362 的中 （5－7） 24238（2番人気）
馬連票数 計 748160 的中 �� 18039（12番人気）
馬単票数 計 398238 的中 �� 4728（22番人気）
ワイド票数 計 511041 的中 �� 11413（11番人気）�� 6470（23番人気）�� 5278（29番人気）
3連複票数 計1127206 的中 ��� 4748（58番人気）
3連単票数 計1406817 的中 ��� 1184（266番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．2―12．2―13．0―12．8―12．6―12．5―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．6―35．4―47．6―59．8―1：12．8―1：25．6―1：38．2―1：50．7―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．8
1
3
15－16（4，8）－（1，14）（3，13）9（5，12）11（2，7）－10－6
15（16，4）8－（1，14）（3，13，12）（9，5，11）（10，7）2－6

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

勝馬の
紹 介

レッドエルディスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Darshaan デビュー 2016．1．24 中京5着

2013．2．19生 牡3芦 母 ショウダウン 母母 Last Second 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔制裁〕 ライペンミノル号の騎手松若風馬は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノサンシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月7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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 トレジャーハンター号・パープルスクエア号・ホンマカイナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04042 2月7日 曇 良 （28京都2）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

47 ロードブレイド 牡3鹿 56
54 △�島 克駿 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 496 ―1：35．4 9．5�

714 ダノンハナフブキ 牡3鹿 56 D．バルジュー �ダノックス 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 450 ― 〃 アタマ 116．1�
（伊）

12 ハクサンルドルフ 牡3黒鹿56 国分 恭介河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 464 ―1：35．61� 12．5�
611 ウォーターサルーン 牡3黒鹿56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 456 ―1：35．7	 39．4�
36 マクスウェル 牝3栗 54

52 △城戸 義政 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 410 ―1：36．02 26．4	
11 ロ ゼ リ ー ナ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432 ―1：36．21� 1．6

48 アルマンディン 牝3黒鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484 ―1：36．62	 9．3�
35 メイショウカネミツ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 B490 ―1：36．7
 62．8�
816� ゴルディオン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond

Farm, Inc 492 ―1：37．12	 10．4
24 クリノプラハ 牡3鹿 56 川島 信二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 554 ―1：37．2
 212．5�
59 クインズヴィーナス 牝3黒鹿54 藤懸 貴志 �クイーンズ・ランチ 西村 真幸 浦河 村下 明博 440 ―1：37．73 192．2�
815 リボンティアラ 牝3栗 54 荻野 琢真�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 492 ―1：38．01
 176．4�
612 カイシュウキリシマ 牡3栗 56 松田 大作飯村 孝男氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 480 ―1：38．1
 127．2�
23 ツ ム ギ 牝3栗 54 古川 吉洋藤沼 利夫氏 大根田裕之 むかわ 真壁 信一 412 ―1：38．3
 99．2�
713 コウイッテン 牝3鹿 54 中井 裕二深澤 朝房氏 佐々木晶三 浦河 大道牧場 442 ―1：38．93	 84．1�
510 レッドミモザ 牝3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ― 〃 クビ 7．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，363，300円 複勝： 55，874，000円 枠連： 18，861，000円
馬連： 58，405，800円 馬単： 42，108，000円 ワイド： 36，069，100円
3連複： 77，574，900円 3連単： 134，914，200円 計： 456，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 390円 � 2，850円 � 420円 枠 連（4－7） 7，830円

馬 連 �� 39，910円 馬 単 �� 80，150円

ワ イ ド �� 10，410円 �� 1，020円 �� 9，400円

3 連 複 ��� 105，970円 3 連 単 ��� 905，670円

票 数

単勝票数 計 323633 的中 � 26996（4番人気）
複勝票数 計 558740 的中 � 39902（4番人気）� 4583（10番人気）� 36887（5番人気）
枠連票数 計 188610 的中 （4－7） 1865（18番人気）
馬連票数 計 584058 的中 �� 1134（46番人気）
馬単票数 計 421080 的中 �� 394（82番人気）
ワイド票数 計 360691 的中 �� 873（55番人気）�� 9526（10番人気）�� 967（51番人気）
3連複票数 計 775749 的中 ��� 549（145番人気）
3連単票数 計1349142 的中 ��� 108（984番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．2―12．0―12．0―12．1―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 5，12（2，9，13）（1，7）6（11，8）－14－15，4，16－3，10 4 5（12，2）（1，7）9（6，11，13）8，14－15，4，16＝3－10

勝馬の
紹 介

ロードブレイド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル 初出走

2013．2．8生 牡3鹿 母 ジャックカガヤキ 母母 レイホーロード 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ダノンハナフブキ号の騎手D．バルジューは，4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：8番・9番・

13番）
ダノンハナフブキ号の騎手D．バルジューは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：7番・

11番・2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の31頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）31頭 アラタマプラン号・ウインエンプレス号・エイシンシラユキ号・エイシンピカソ号・エンパイアバローズ号・

カフジローレル号・コウユーモンブラン号・サダムギフテッド号・サトノケンシロウ号・シャウティ号・
シルバージュビリー号・スターズストリーク号・ゼットエルサ号・タマモグラツィエ号・デウスペルナス号・
ドルチャーリオ号・ニシノケイバー号・ハナズレジェンド号・ハーランズワンダー号・ビップライブリー号・
ブルージャーニー号・ペリコール号・ベルウッドレオーネ号・ミスターギブソン号・メイショウケイジ号・
メメニシコリ号・モンドール号・リルティングインク号・ルックトゥワイス号・ルネッタ号・レーヴムーン号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



04043 2月7日 曇 良 （28京都2）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

66 ゼウスバローズ 牡5鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ
ファーム 478＋ 62：00．7 2．1�

55 モンドシャルナ 牡5鹿 57 F．ヴェロン山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 クビ 7．0�
（仏）

33 デンコウインパルス 牡4鹿 56
55 ☆岩崎 翼田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492＋ 6 〃 ハナ 122．0�

78 アドマイヤキンカク 牡6鹿 57 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 82：01．12� 4．0�
77 	 タガノグリズリー 牡5鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B484＋ 22：01．31� 84．7�
11 マイネボニータ 牝5栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 6 〃 ハナ 23．4	
810 エイシンイースト 牡5黒鹿57 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 498＋ 42：01．51
 31．3

22 リーサルストライク 牡4鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 22：02．13� 4．0�
44 � サンタフェチーフ 牝4黒鹿54 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 愛 Gestut Bona 460＋ 22：02．2クビ 17．3�
89 	 ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 56 熊沢 重文中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 482－ 42：02．94 216．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，292，900円 複勝： 54，430，600円 枠連： 15，248，300円
馬連： 70，109，900円 馬単： 46，040，400円 ワイド： 40，532，800円
3連複： 97，544，300円 3連単： 210，236，400円 計： 568，435，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 2，060円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，980円 �� 8，030円

3 連 複 ��� 20，990円 3 連 単 ��� 57，820円

票 数

単勝票数 計 342929 的中 � 126132（1番人気）
複勝票数 計 544306 的中 � 234277（1番人気）� 65107（4番人気）� 3247（9番人気）
枠連票数 計 152483 的中 （5－6） 13030（4番人気）
馬連票数 計 701099 的中 �� 61073（4番人気）
馬単票数 計 460404 的中 �� 28131（5番人気）
ワイド票数 計 405328 的中 �� 35906（4番人気）�� 2417（25番人気）�� 1187（31番人気）
3連複票数 計 975443 的中 ��� 3484（37番人気）
3連単票数 計2102364 的中 ��� 2636（136番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．4―12．3―11．9―11．5―12．1―12．4―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．4―48．7―1：00．6―1：12．1―1：24．2―1：36．6―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼウスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー 2013．10．27 東京3着

2011．1．31生 牡5鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream 9戦3勝 賞金 31，888，000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。

04044 2月7日 晴 良 （28京都2）第4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）
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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

24 � ミキノハルモニー 牡5栃栗57 D．バルジュー 谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 462± 01：59．9 11．6�
（伊）

11 ヨヨギマック 牡5栗 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 506＋10 〃 ハナ 6．0�
36 ヴ ィ ッ セ ン 牡5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 2 〃 クビ 5．0�
714� シャイニービーム 牡4鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 444－ 22：00．11	 15．5�
23 メイショウキトラ 牡5栗 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 486＋102：00．2
 25．3�
816 コウユーアンドレ 牡6鹿 57 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 470± 02：00．3クビ 42．3	
611 ディーセントワーク 牡5黒鹿57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 42：00．51
 28．3

35 シ ョ ー グ ン 牡6鹿 57 川田 将雅 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 634－ 22：00．6クビ 20．4�
47 フミノインパルス 牡4黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 502± 0 〃 クビ 59．7�
612 ゴ ダ ー ル 牡6黒鹿57 北村 友一金子真人ホール

ディングス 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B498＋ 62：00．7クビ 43．7�
713� ヤマカツティラノ 牡7鹿 57 熊沢 重文山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 490－ 22：01．76 386．4�
12 ヒラボクレジェンド 牡5栗 57 C．ルメール平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 522＋ 42：01．9� 2．2�
815� フジノサムライ 牡4黒鹿56 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 532＋ 42：02．11
 43．5�
48 タ マ モ リ ド 牝5黒鹿55 太宰 啓介タマモ 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 480± 02：02．52
 28．2�
510 ヒロノエンペラー 牡6青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 494＋162：03．45 57．4�
59 インクレディブル 牡4鹿 56

54 △加藤 祥太前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 540＋212：03．82
 44．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，370，300円 複勝： 59，645，800円 枠連： 31，620，600円
馬連： 97，779，600円 馬単： 49，301，200円 ワイド： 61，636，400円
3連複： 142，588，300円 3連単： 194，088，700円 計： 673，030，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 320円 � 200円 � 200円 枠 連（1－2） 730円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，090円 �� 720円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 37，470円

票 数

単勝票数 計 363703 的中 � 25078（4番人気）
複勝票数 計 596458 的中 � 42318（4番人気）� 80551（3番人気）� 82088（2番人気）
枠連票数 計 316206 的中 （1－2） 33128（3番人気）
馬連票数 計 977796 的中 �� 22583（10番人気）
馬単票数 計 493012 的中 �� 5707（19番人気）
ワイド票数 計 616364 的中 �� 13411（11番人気）�� 14424（9番人気）�� 22666（5番人気）
3連複票数 計1425883 的中 ��� 17532（15番人気）
3連単票数 計1940887 的中 ��� 3755（97番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．3―30．2―43．0―55．9―1：08．5―1：21．2―1：34．0―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミキノハルモニー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 コロナドズクエスト

2011．5．15生 牡5栃栗 母 ミキノセレナーデ 母母 ムーンセレナード 11戦2勝 賞金 24，911，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



04045 2月7日 晴 良 （28京都2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

かわらまち

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

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，260，000
2，260，000

円
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

1：21．7
1：21．5

重
不良

812 カフジテイク 牡4青鹿57 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 484± 01：24．0 8．5�
710 ブルミラコロ 牡4鹿 57 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 512－ 41：24．42� 1．5�
55 マ カ ハ 牡7鹿 57 内田 博幸広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B480＋ 6 〃 アタマ 37．0�
22 アルボナンザ 牝6栗 55 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 470－ 21：24．5� 19．6�
33 ラテンロック 牡5鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 508－ 6 〃 同着 3．9	
44 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 D．バルジュー 岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 508± 0 〃 クビ 30．1


（伊）

67 ビ リ オ ネ ア 牝6鹿 55 岡田 祥嗣間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458＋ 41：24．71 24．9�
56 カリスマサンスカイ 牡8鹿 57 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B542－ 21：25．01	 177．1�
11 ツヨシノブルーム 
7芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 518＋ 61：25．31	 68．9
811 シグナルプロシード 牡6鹿 57 F．ヴェロン髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 528＋ 2 〃 クビ 83．9�

（仏）

79 キングズウェザー 牡6栗 57 武 豊松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 522＋101：26．910 21．5�
68 シャトーウインド 牡6黒鹿57 松若 風馬円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 476＋ 61：27．85 47．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，838，800円 複勝： 170，007，700円 枠連： 28，240，000円
馬連： 153，389，100円 馬単： 90，858，000円 ワイド： 81，096，900円
3連複： 207，690，000円 3連単： 410，212，000円 計： 1，200，332，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 190円 � 110円 � 690円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 290円 �� 3，520円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 45，230円

票 数

単勝票数 計 588388 的中 � 54773（3番人気）
複勝票数 計1700077 的中 � 95637（3番人気）� 1172320（1番人気）� 18018（9番人気）
枠連票数 計 282400 的中 （7－8） 41619（2番人気）
馬連票数 計1533891 的中 �� 217373（2番人気）
馬単票数 計 908580 的中 �� 34152（5番人気）
ワイド票数 計 810969 的中 �� 83323（2番人気）�� 5303（29番人気）�� 13974（16番人気）
3連複票数 計2076900 的中 ��� 23525（20番人気）
3連単票数 計4102120 的中 ��� 6575（120番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．0―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．9―46．9―59．0―1：11．3

コーナー
通過順位

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

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4青鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 14戦4勝 賞金 69，645，000円
〔その他〕 シャトーウインド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シャトーウインド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年3月7日まで出走できない。
※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。

04046 2月7日 曇 良 （28京都2）第4日 第10競走 ��
��1，200�

やましろ

山城ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．2．7以降28．1．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

712� トータルヒート 牝5栗 52 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 466＋ 21：08．9 5．5�

610 ヴィクタープライム 牡4青鹿54 松山 弘平村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 456± 0 〃 クビ 8．9�
815 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504＋ 61：09．0� 6．9�
（仏）

34 	 フォーチュンスター 
7鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 534＋10 〃 ハナ 4．3�
47 トーセンラーク 牝4栗 51 加藤 祥太島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 490＋ 2 〃 ハナ 8．7	
46 ローガンサファイア 牝6鹿 52 松若 風馬 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 33．0

611 インスペード 牡7黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 500＋ 21：09．1クビ 39．7�
814	 イエスイットイズ 牡7鹿 53 内田 博幸薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 532＋14 〃 同着 33．5
23 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 54 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 482＋ 41：09．2� 7．5�
11 モンマックス 牡6鹿 54 太宰 啓介�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 528－ 8 〃 ハナ 26．3�
59 クリノコマチ 牝5栗 51 川島 信二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 448－ 2 〃 クビ 66．2�
58 エリーティアラ 牝4青鹿52 �島 克駿谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B466± 01：09．3� 9．0�
22 クリノタカラチャン 牝6黒鹿51 小崎 綾也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 414－ 4 〃 アタマ 65．4�
35 カシノワルツ 牝6黒鹿53 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B454－ 61：09．4クビ 13．2�

（14頭）
713 メイショウブイダン 牡5鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，480，800円 複勝： 84，541，300円 枠連： 41，899，300円
馬連： 202，055，000円 馬単： 82，648，900円 ワイド： 96，132，100円
3連複： 284，612，200円 3連単： 389，208，900円 計： 1，232，578，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 290円 � 220円 枠 連（6－7） 2，160円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 770円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 30，490円

票 数

単勝票数 計 514808 的中 � 74489（2番人気）
複勝票数 計 845413 的中 � 108218（2番人気）� 70235（7番人気）� 106313（3番人気）
枠連票数 計 418993 的中 （6－7） 14985（10番人気）
馬連票数 計2020550 的中 �� 62506（10番人気）
馬単票数 計 826489 的中 �� 13182（15番人気）
ワイド票数 計 961321 的中 �� 23112（12番人気）�� 32936（5番人気）�� 15941（23番人気）
3連複票数 計2846122 的中 ��� 35494（18番人気）
3連単票数 計3892089 的中 ��� 9252（81番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．1―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トータルヒート �
�
父 Street Cry �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．4．14生 牝5栗 母 Lethal Heat 母母 Lethal Leta 21戦5勝 賞金 78，562，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 メイショウブイダン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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。

２レース目



04047 2月7日 晴 良 （28京都2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第56回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

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

NHK賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

89 サトノダイヤモンド 牡3鹿 56 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498－ 21：46．9 1．2�
22 レプランシュ 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 61：47．53	 13．9�
33 ロイカバード 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 アタマ 5．5�
88 ノ ガ ロ 牡3栗 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋101：47．81
 27．4�
55 オンザロックス 牡3鹿 56 小崎 綾也稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 474± 01：48．75 170．8	
77 モウカッテル 牡3鹿 56 D．バルジュー 田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 167．3


（伊）

44 ロワアブソリュー 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502－ 81：48．8クビ 7．4�
11 オウケンダイヤ 牝3黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 392± 01：49．43	 185．1�
66 ウルトラバロック 牡3鹿 56 F．ヴェロン�G1レーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 498＋121：51．2大差 55．6

（仏）

（9頭）

売 得 金
単勝： 234，508，300円 複勝： 432，658，200円 枠連： 65，327，100円
馬連： 422，609，400円 馬単： 384，012，300円 ワイド： 166，520，500円
3連複： 469，391，300円 3連単： 2，095，656，900円 計： 4，270，684，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 � 110円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 200円 �� 120円 �� 330円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計2345083 的中 � 1485170（1番人気）
複勝票数 計4326582 的中 � 3339367（1番人気）� 167602（4番人気）� 385639（2番人気）
枠連票数 計 653271 的中 （2－8） 69087（3番人気）
馬連票数 計4226094 的中 �� 467002（3番人気）
馬単票数 計3840123 的中 �� 344542（4番人気）
ワイド票数 計1665205 的中 �� 180538（3番人気）�� 506047（1番人気）�� 88653（6番人気）
3連複票数 計4693913 的中 ��� 802427（2番人気）
3連単票数 計20956569 的中 ��� 963756（5番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―11．8―12．0―12．3―12．2―11．7―11．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―35．5―47．5―59．8―1：12．0―1：23．7―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2015．11．8 京都1着

2013．1．30生 牡3鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 3戦3勝 賞金 52，529，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04048 2月7日 晴 良 （28京都2）第4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

24 � ライオンズバイツ 牡6鹿 57 F．ヴェロン黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green
Gates Farm 478－ 21：25．1 9．0�

（仏）

35 ラインシュナイダー 牡4鹿 57 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 474＋ 41：25．2	 5．9�
48 カ メ ッ ト 牡5栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 470－ 41：25．3
 11．5�
23 イサチルホープ 牡4栗 57

55 △義 英真小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 476＋22 〃 クビ 15．7�
611 ラ デ ィ カ ル 牡4黒鹿57 M．デムーロ前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 61：25．4クビ 2．5�
510 リュクスメジャー 牝7栗 55 C．ルメール 田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 21：25．5	 4．7�
816 サンタナブルー 牡4黒鹿57 川島 信二 	ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 462－ 21：25．6クビ 154．7

815 ノースウッド 牡4鹿 57 D．バルジュー 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 512± 0 〃 アタマ 17．8�
（伊）

59 マークスマン �6鹿 57
55 △城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋101：25．7	 63．7�
612� サクラテイオー 牡7青鹿57 藤岡 康太谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 496＋ 2 〃 クビ 227．0�
714 アグネスダリム 牝7栗 55

54 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 472－ 21：25．8クビ 292．0�
713 ウォーシップマーチ 牡6黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484＋10 〃 アタマ 45．9�
11 ル イ カ ズ マ 牡5鹿 57 幸 英明雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 494＋ 41：26．01 42．7�
36 � ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 57 菱田 裕二 静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 470＋ 41：26．53 53．7�
12 � ランドスター 牡5栗 57 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492± 01：27．03 207．4�
47 カレンコティヤール 牝5栗 55

53 △加藤 祥太鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 470± 01：27．74 17．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 77，346，600円 複勝： 103，674，100円 枠連： 54，641，600円
馬連： 234，132，000円 馬単： 105，581，800円 ワイド： 114，319，800円
3連複： 309，913，700円 3連単： 488，108，000円 計： 1，487，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 240円 � 220円 � 310円 枠 連（2－3） 1，530円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，270円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 31，070円

票 数

単勝票数 計 773466 的中 � 68716（4番人気）
複勝票数 計1036741 的中 � 112372（4番人気）� 128822（3番人気）� 82613（5番人気）
枠連票数 計 546416 的中 （2－3） 27634（5番人気）
馬連票数 計2341320 的中 �� 83036（6番人気）
馬単票数 計1055818 的中 �� 18035（13番人気）
ワイド票数 計1143198 的中 �� 34298（7番人気）�� 22701（13番人気）�� 31670（10番人気）
3連複票数 計3099137 的中 ��� 42459（17番人気）
3連単票数 計4881080 的中 ��� 11388（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．1―36．1―48．3―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（7，6）8（3，10）（5，15）（2，9，16）14（1，4）（12，13）11 4 ・（7，6，8）（3，10）5，15（2，9）（16，14）1，4（12，13）11

勝馬の
紹 介

�ライオンズバイツ �
�
父 Lion Heart �

�
母父 Lure デビュー 2013．3．10 阪神10着

2010．2．11生 牡6鹿 母 Matsue 母母 Kooyonga 24戦4勝 賞金 50，326，000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 エイシンバランサー号・プラネットスコア号
※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



（28京都2）第4日 2月7日（日曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

263，940，000円
6，140，000円
1，290，000円
28，420，000円
65，322，500円
5，147，600円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
649，804，600円
1，240，620，900円
329，889，700円
1，516，420，000円
965，486，400円
773，481，000円
2，004，314，600円
4，552，705，100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 12，032，722，300円

総入場人員 22，340名 （有料入場人員 21，225名）
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