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04049 2月13日 曇 良 （28京都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

815 ショウナンカイドウ 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 520± 01：13．0 3．4�
510 アンデンモント 牡3鹿 56 和田 竜二 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 458－ 21：13．32 26．8�
36 ア リ ッ サ ム 牝3黒鹿54 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 41：13．51� 8．5�
816 アーリードライヴ 牝3芦 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 478－ 61：13．92� 36．6�
714 ウイングダイチャン 牡3栗 56 秋山真一郎池田 實氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 462± 01：14．0クビ 11．1�
59 クリノクロンボー 牡3鹿 56 小牧 太栗本 博晴氏 中村 均 日高 川島 良一 476± 0 〃 クビ 2．3	
47 ゼットマックイーン 牡3鹿 56 小林 徹弥�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 452－ 21：14．1� 58．3

12 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿56 F．ヴェロン近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B458＋ 2 〃 ハナ 42．2�

（仏）

24 ラブミーロード 牝3鹿 54 国分 恭介小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 静内酒井牧場 468＋ 21：14．2� 13．1�
612 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 416－101：14．3クビ 147．6
611 シゲルシロアマダイ 牡3芦 56 水口 優也森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 452＋ 41：14．4� 260．7�
48 ビップフウマ 牡3鹿 56 松田 大作鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 526－ 61：15．03� 8．2�
11 タガノアクセント 牡3黒鹿56 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 浦河 富田牧場 506＋ 81：15．95 238．3�
713 テイエムポメロ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 日高テイエム
牧場株式会社 462－ 21：16．0� 505．0�

23 シゲルオニアジ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 三好牧場 B466－ 21：16．31� 109．0�
35 ドルンベルガー 牡3鹿 56 畑端 省吾 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 平取 協栄組合 512＋ 21：16．93� 305．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，064，900円 複勝： 34，039，100円 枠連： 11，537，600円
馬連： 45，907，100円 馬単： 23，361，300円 ワイド： 28，419，900円
3連複： 65，180，600円 3連単： 81，902，800円 計： 309，413，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 660円 � 220円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 590円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 12，170円 3 連 単 ��� 59，550円

票 数

単勝票数 計 190649 的中 � 44250（2番人気）
複勝票数 計 340391 的中 � 83350（2番人気）� 9553（8番人気）� 38098（3番人気）
枠連票数 計 115376 的中 （5－8） 24225（1番人気）
馬連票数 計 459071 的中 �� 6683（16番人気）
馬単票数 計 233613 的中 �� 2169（28番人気）
ワイド票数 計 284199 的中 �� 4866（16番人気）�� 13173（7番人気）�� 2524（26番人気）
3連複票数 計 651806 的中 ��� 4016（33番人気）
3連単票数 計 819028 的中 ��� 997（174番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．1
3 ・（4，6）15（8，10）－5，16－9，13，12，14（3，2）（11，7）－1 4 ・（4，6）15（8，10）－5，16，9，12（13，14）2（11，7）3－1

勝馬の
紹 介

ショウナンカイドウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．10．10 京都13着

2013．1．30生 牡3栗 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 3戦1勝 賞金 5，750，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 パイナップルキング号・ビバラビダ号
※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13日 曇 良 （28京都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

713 トウケイフクキタル 牡3栗 56 国分 恭介木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 470－ 61：54．7 4．6�
22 マインシャッツ 牡3栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486± 01：55．02 1．4�
58 トウシンダイヤ 牡3栗 56 和田 竜二�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 534－ 61：55．1� 20．5�
611 タガノアーバニティ 牡3栗 56 酒井 学八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－101：55．63 13．0�
47 ミトノグリーン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 B480－ 21：55．81 59．8�
815 ベストインザスカイ 牡3鹿 56 畑端 省吾飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 502＋ 41：56．12 168．0	
814 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 川田 将雅前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 41：57．16 10．9

11 ダノンワールド 牡3鹿 56 小牧 太�ダノックス 矢作 芳人 日高 森永牧場 518＋ 21：57．2� 42．2�
34 トライブキング 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 438± 01：57．62� 16．8�
712 トウケイドラゴン 牡3黒鹿56 菱田 裕二木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 細道牧場 474－ 6 〃 クビ 581．1
23 ソリッドボート 牡3芦 56 F．ヴェロン水上 行雄氏 佐々木晶三 浦河 笠松牧場 464－ 81：57．91� 72．8�

（仏）

46 エリープラチナ 牝3芦 54 松田 大作谷川 正純氏 石毛 善彦 新ひだか 坂本 智広 404－101：59．8大差 290．5�
59 ナバホトウショウ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526－102：00．33 350．1�
35 ヒ ッ サ ツ 牡3黒鹿56 荻野 琢真内田 玄祥氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 454－ 62：00．4� 237．9�
610 ホープトウショウ 牝3鹿 54 秋山真一郎トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456－102：01．46 436．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，357，700円 複勝： 85，828，300円 枠連： 9，474，200円
馬連： 42，945，300円 馬単： 26，960，600円 ワイド： 25，834，400円
3連複： 57，116，400円 3連単： 104，034，300円 計： 373，551，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（2－7） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 140円 �� 770円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，180円

票 数

単勝票数 計 213577 的中 � 36993（2番人気）
複勝票数 計 858283 的中 � 69406（2番人気）� 669930（1番人気）� 19142（6番人気）
枠連票数 計 94742 的中 （2－7） 27045（1番人気）
馬連票数 計 429453 的中 �� 122186（1番人気）
馬単票数 計 269606 的中 �� 23600（2番人気）
ワイド票数 計 258344 的中 �� 70114（1番人気）�� 6323（10番人気）�� 10628（6番人気）
3連複票数 計 571164 的中 ��� 33482（4番人気）
3連単票数 計1040343 的中 ��� 10491（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．5―50．9―1：03．9―1：16．5―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．2
1
3
13，15，14（3，11）8（5，9）4（12，2）6，10，1，7・（13，15）11（3，8）4（14，2）－（9，7）－（5，1）6－（12，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウケイフクキタル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．10．31 京都11着

2013．5．9生 牡3栗 母 プ ッ シ ュ 母母 プラントオジジアン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリープラチナ号・ナバホトウショウ号・ヒッサツ号・ホープトウショウ号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成28年3月13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13日 曇 良 （28京都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）

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

12 メイショウバーズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 446± 01：26．2 7．2�
36 チ カ リ ー タ 牝3芦 54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 458－ 21：26．73 1．6�
816 ホーマンビジュー 牝3鹿 54 F．ヴェロン久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：26．91� 17．9�

（仏）

35 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 448－ 2 〃 アタマ 11．2�
713 リバーサイドパーク 牝3鹿 54 小牧 太	飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 446± 0 〃 クビ 13．6

815 ティーゲット 牝3栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 470－ 21：27．0クビ 8．8�
714 ナリタマカニ 牝3鹿 54 福永 祐一�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 454－ 21：27．63� 12．6�
612 タマモパフューム 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 424－ 21：27．81� 199．2
24 ブルベアシャーク 牝3黒鹿54 小林 徹弥 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 430＋ 21：28．11� 469．7�
510 スリーサンレーザー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 486－ 21：28．2� 430．2�
59 ウイングフィールド 牝3鹿 54 岡田 祥嗣塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 476± 01：28．3� 31．0�
47 タガノティアラ 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452－ 81：28．4� 203．3�
11 ナガラダンサー 牝3栗 54 松田 大作長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 大島牧場 420＋ 61：28．5� 616．8�
23 イチザアイバー 牝3芦 54 国分 恭介奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 荒谷 輝和 416＋ 41：28．92� 273．4�
611 メモリーマニフィカ 牝3黒鹿54 和田 竜二�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 492± 01：29．0� 24．5�
48 ボ ー リ ン 牝3鹿 54 秋山真一郎松田 整二氏 日吉 正和 伊達 高橋農場 448－ 61：29．95 415．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，599，800円 複勝： 79，666，200円 枠連： 13，980，300円
馬連： 49，755，300円 馬単： 30，149，600円 ワイド： 32，221，500円
3連複： 67，564，200円 3連単： 107，275，400円 計： 406，212，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 110円 � 340円 枠 連（1－3） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 260円 �� 850円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 255998 的中 � 28178（2番人気）
複勝票数 計 796662 的中 � 50680（2番人気）� 527602（1番人気）� 19676（7番人気）
枠連票数 計 139803 的中 （1－3） 20040（3番人気）
馬連票数 計 497553 的中 �� 67591（1番人気）
馬単票数 計 301496 的中 �� 11816（7番人気）
ワイド票数 計 322215 的中 �� 35950（1番人気）�� 8777（12番人気）�� 12031（7番人気）
3連複票数 計 675642 的中 ��� 17907（11番人気）
3連単票数 計1072754 的中 ��� 4368（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．7―1：00．3―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．5
3 2，5（13，14，11，15）6，9（4，16）－3，10，1，7－12＝8 4 2，5（13，14，11，15）6（9，4）16－3，10，1－（12，7）＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウバーズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．16 京都3着

2013．3．5生 牝3鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 3戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テアニン号
※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。

04052 2月13日 曇 良 （28京都2）第5日 第4競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 メイショウバンダイ 牡3栗 56 松田 大作松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 446 ―1：14．4 2．5�
11 � エイシンピカデリー 牝3栗 54 F．ヴェロン平井 克彦氏 藤岡 健一 米

The Robert
and Beverly
Lewis Trust

454 ―1：14．82� 4．6�
（仏）

611 ネオヴァイン 牝3黒鹿54 川田 将雅小林 仁幸氏 小崎 憲 日高 メイプルファーム 454 ―1：14．9� 9．5�
12 アラタマプラン 牝3鹿 54 国分 恭介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 412 ―1：15．96 73．5�
35 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 482 ―1：16．22 14．7�
713 ブライアンジョー 牡3鹿 56 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 460 ―1：16．3クビ 24．2�
24 ペ リ コ ー ル 牝3栗 54 畑端 省吾門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 452 ― 〃 クビ 91．4	
816 メイショウコンゴウ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 500 ― 〃 アタマ 16．2

48 シルバージュビリー 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 浦河 �川 啓一 448 ―1：16．4クビ 4．0�
612 コンフェティ 牝3青鹿54 太宰 啓介前田 葉子氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424 ―1：16．61� 119．9�
36 コウユーモンブラン 牡3栗 56 大下 智加治屋貞光氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 444 ―1：16．91� 157．2
510 スカイフェアリー 牝3鹿 54 水口 優也�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 402 ―1：17．0� 119．5�
815 ナディエージダ 牝3栗 54 荻野 琢真�イクタ 加用 正 新冠 村本牧場 456 ―1：17．53 53．3�
47 オーミリスペクト 牡3栗 56 酒井 学岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新冠 坂元牧場 466 ―1：17．92� 127．0�
23 アサカインプレス 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 444 ―1：18．53� 237．4�
714 エンパイアバローズ 牡3鹿 56 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 日高 天羽牧場 506 ―1：19．24 23．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，497，000円 複勝： 20，493，100円 枠連： 12，080，600円
馬連： 37，953，700円 馬単： 23，059，200円 ワイド： 20，308，000円
3連複： 47，604，500円 3連単： 69，054，700円 計： 250，050，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 210円 枠 連（1－5） 650円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 260円 �� 430円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計 194970 的中 � 60631（1番人気）
複勝票数 計 204931 的中 � 48921（1番人気）� 38613（2番人気）� 18898（4番人気）
枠連票数 計 120806 的中 （1－5） 14189（2番人気）
馬連票数 計 379537 的中 �� 50484（2番人気）
馬単票数 計 230592 的中 �� 18608（1番人気）
ワイド票数 計 203080 的中 �� 22481（1番人気）�� 11576（4番人気）�� 7953（7番人気）
3連複票数 計 476045 的中 ��� 23656（3番人気）
3連単票数 計 690547 的中 ��� 9943（8番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．4―12．5―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．2―25．3―37．7―50．2―1：02．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウバンダイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンダーガルチ 初出走

2013．4．20生 牡3栗 母 フミノシンデレラ 母母 リ フ ァ ン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 オーミリスペクト号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 キャニオンドライヴ号・サウンドウィケット号・シルヴァーバレット号・スズカウエーブ号・メイショウトーリ号・

リッカキング号・リバーリュウセイ号
※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。



04053 2月13日 曇 良 （28京都2）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20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

11 スワーヴアーサー 牡3鹿 56 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 478－ 41：48．7 4．6�
815 ロードプレミアム 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 484－ 81：48．91� 1．8�
47 ショウナンアストル 牡3栗 56 池添 謙一�湘南 吉村 圭司 新ひだか 乾 皆雄 454－ 61：49．32� 54．9�
48 キョウワゼノビア 牝3黒鹿54 武 豊�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 468＋ 4 〃 クビ 23．4�
12 � ハットプレイ 牡3青鹿56 小牧 太ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 460－ 41：49．51� 63．6	
816 アグネスルシファー 牡3青鹿56 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 486± 01：49．6� 76．5

714 ヤマニンブラズーカ 牡3鹿 56 太宰 啓介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 496＋ 2 〃 クビ 145．5�
23 マルカブリスク 牡3栗 56 川田 将雅日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 426－ 41：49．7クビ 5．8�
24 ラスイエットロス 牝3鹿 54 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 8 〃 クビ 96．7
35 ショウナンラテール 牡3鹿 56 松田 大作国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 446＋ 41：49．8クビ 13．1�
612 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 荻野 琢真加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 8 〃 クビ 472．5�
510 マ エ ス ト ロ 牡3鹿 56 F．ヴェロン 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 448－ 41：50．01� 29．9�
（仏）

59 ミッキーシャンティ 牡3青鹿56 福永 祐一野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 10．5�
611 トレジャーハンター 牡3黒鹿56 国分 恭介 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 41：50．1� 102．1�
36 クラウンサングリア 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人矢野 恭裕氏 大根田裕之 新冠 パカパカ
ファーム 490－ 21：50．52� 625．3�

713 サグラダファミリア 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 築紫 洋 438± 01：50．6クビ 329．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，189，300円 複勝： 59，240，200円 枠連： 14，858，900円
馬連： 61，029，500円 馬単： 32，733，300円 ワイド： 38，593，600円
3連複： 78，185，200円 3連単： 115，338，100円 計： 431，168，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 780円 枠 連（1－8） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，500円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 22，750円

票 数

単勝票数 計 311893 的中 � 53482（2番人気）
複勝票数 計 592402 的中 � 89021（2番人気）� 255259（1番人気）� 9037（9番人気）
枠連票数 計 148589 的中 （1－8） 24754（1番人気）
馬連票数 計 610295 的中 �� 100167（1番人気）
馬単票数 計 327333 的中 �� 24574（3番人気）
ワイド票数 計 385936 的中 �� 53277（2番人気）�� 3438（23番人気）�� 5528（15番人気）
3連複票数 計 781852 的中 ��� 10117（16番人気）
3連単票数 計1153381 的中 ��� 3675（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．4―49．2―1：01．7―1：13．5―1：25．3―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 14，8，16（7，5）11（3，9，13）15，1（4，2，12）（6，10） 4 14－8（7，16）（5，11，15）3（9，13，1）2（4，10）（6，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スワーヴアーサー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．20 阪神6着

2013．2．18生 牡3鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 マエストロ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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13日 曇 良 （28京都2）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000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

22 ナムラアラシ 牡3鹿 56 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 494± 01：53．4 5．1�
89 イーストオブザサン 牡3黒鹿56 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 41：53．5� 3．7�
88 ドライバーズハイ 牡3鹿 56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 450＋ 21：53．71� 6．3�
55 ステイチューン 牡3芦 56 川田 将雅�G1レーシング 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 61：53．91� 2．9�
44 クリノリトミシュル 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 武田 博 日高 宝寄山 忠則 486＋ 2 〃 ハナ 15．3�
66 レディートゥーゴー 牝3栗 54 和田 竜二島川 	哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 448－ 21：54．32� 24．8

77 プラネットブルー 牡3栗 56 F．ヴェロン森岡 幸人氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B508＋ 41：54．93� 40．0�

（仏）

11 コパデスコパ 牡3栗 56 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 484－ 81：55．11� 18．7�
33 メイショウゴテツ 牡3青鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 482＋101：55．84 8．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，170，600円 複勝： 37，588，000円 枠連： 9，938，800円
馬連： 55，188，800円 馬単： 30，279，800円 ワイド： 30，714，300円
3連複： 68，424，000円 3連単： 116，675，800円 計： 374，980，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 140円 � 200円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 11，940円

票 数

単勝票数 計 261706 的中 � 40313（3番人気）
複勝票数 計 375880 的中 � 65704（3番人気）� 77023（2番人気）� 40345（4番人気）
枠連票数 計 99388 的中 （2－8） 12024（2番人気）
馬連票数 計 551888 的中 �� 45771（3番人気）
馬単票数 計 302798 的中 �� 11414（7番人気）
ワイド票数 計 307143 的中 �� 25613（2番人気）�� 12318（8番人気）�� 17000（6番人気）
3連複票数 計 684240 的中 ��� 23305（6番人気）
3連単票数 計1166758 的中 ��� 7080（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．9―49．8―1：02．6―1：15．2―1：27．6―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラアラシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．12．26 阪神1着

2013．4．27生 牡3鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 3戦2勝 賞金 15，300，000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。



04055 2月13日 曇 良 （28京都2）第5日 第7競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

510� ケンブリッジゼウス 牡4栗 57 F．ヴェロン中西 宏彰氏 大久保龍志 新冠 川上牧場 538－101：25．4 4．8�
（仏）

59 ア バ ン サ ル 牡5栗 57 秋山真一郎今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 522＋11 〃 クビ 31．1�
36 ペプチドアルマ 牡4黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 460± 01：25．5� 5．9�
816 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 456± 01：25．81� 19．8�
713 エミネントレコード 牡5鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B484－ 81：26．01� 19．3�
815 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 福永 祐一岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 450± 0 〃 クビ 2．9	
47 カノヤカンザクラ 牡4栗 57 小牧 太神田アヤ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 518± 01：26．1� 11．7

612� ペプチドムーン 牡5栗 57 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 484＋ 61：26．2� 42．1�
23 � リッカクロフネ 牡4芦 57 太宰 啓介立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 478＋ 21：26．62� 101．1�
611 セ ン グ ウ 牝4栗 55 川田 将雅重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 472－ 21：26．81� 5．7
24 モントルルシュマン 牡4鹿 57 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 456－ 41：26．9クビ 24．4�
48 セルリアンコスモ 牡4鹿 57 小林 徹弥�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 504＋12 〃 クビ 75．5�
714� エスケイミネルバ 牝4青 55

52 ▲三津谷隼人服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 458± 01：27．11 417．9�
35 フミノミニスター 牡4鹿 57 酒井 学谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 524＋30 〃 クビ 39．9�
11 � オ ヤ カ タ 牡4栗 57 岡田 祥嗣吉田 勝利氏 西村 真幸 浦河 北俣 牧夫 490＋ 41：27．3� 115．0�
12 プレシャスロード 牡4青鹿57 菱田 裕二山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 480＋ 41：27．51� 69．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，174，800円 複勝： 39，269，100円 枠連： 17，800，200円
馬連： 63，397，700円 馬単： 29，231，900円 ワイド： 37，114，600円
3連複： 84，728，000円 3連単： 100，622，500円 計： 398，338，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 770円 � 190円 枠 連（5－5） 7，400円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 620円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 11，220円 3 連 単 ��� 59，550円

票 数

単勝票数 計 261748 的中 � 43137（2番人気）
複勝票数 計 392691 的中 � 53383（4番人気）� 10184（10番人気）� 63693（2番人気）
枠連票数 計 178002 的中 （5－5） 1862（21番人気）
馬連票数 計 633977 的中 �� 8932（21番人気）
馬単票数 計 292319 的中 �� 2727（28番人気）
ワイド票数 計 371146 的中 �� 5604（20番人気）�� 16446（5番人気）�� 3594（30番人気）
3連複票数 計 847280 的中 ��� 5660（37番人気）
3連単票数 計1006225 的中 ��� 1225（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．4―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 1，2（3，6）（9，11）13（5，4，15）10（7，8，12）（14，16） 4 1（2，6）3，9（11，13）（5，15）（4，12，10）7（8，16）14

勝馬の
紹 介

�ケンブリッジゼウス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ティンバーカントリー

2012．5．14生 牡4栗 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 3戦1勝 賞金 8，600，000円
地方デビュー 2015．5．8 船橋

〔制裁〕 ペプチドアルマ号の騎手畑端省吾は，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：4番・3番）
※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 アスタキサンチン号
※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。

04056 2月13日 曇 良 （28京都2）第5日 第8競走 1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

714� タガノヴェリテ 牡4鹿 56 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480－101：53．5 4．6�

12 オールマンリバー 牡4黒鹿56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 500－ 21：53．71� 2．9�
47 タマモアタック 牡4鹿 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490± 01：53．91� 7．8�
815 ドラゴンバローズ 牡4栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 494± 01：54．0� 10．3�
713 ロードプレステージ 牡4黒鹿56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 21：54．32 10．1�
11 デュアルフレイム 牡4栗 56 小牧 太 	社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 458＋ 21：54．51 61．9

35 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 F．ヴェロンバイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 13．0�

（仏）

611 セフティーエムアイ 牡5鹿 57
54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472± 01：54．82 33．8�

612 デヴァスタシオン 牡4栃栗56 川田 将雅一村 哲也氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 520＋ 81：54．9クビ 12．7
48 クラウンシュバルツ 牡6栗 57 水口 優也�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 498－ 91：55．0� 267．4�
23 センセーション 牝5鹿 55 福永 祐一田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 480± 01：55．21� 7．0�
24 ビ オ レ ン ト 牝5栗 55 松田 大作細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 456± 01：55．3クビ 113．4�
36 スペルヴィア 牡7黒鹿57 和田 竜二佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528－ 6 〃 クビ 104．3�
510� プレイアンドラスト 牝4鹿 54 荻野 琢真高田 博氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 436－251：55．72� 324．4�
816 ノーブルクリスタル 牡4鹿 56 小林 徹弥吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞	湖 レイクヴィラファーム 478＋ 21：56．01� 327．8�
59 � プ ラ セ ン タ 牝4青鹿54 岩部 純二	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454－141：56．1� 364．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，785，100円 複勝： 42，380，400円 枠連： 19，016，500円
馬連： 65，208，500円 馬単： 31，107，600円 ワイド： 38，422，400円
3連複： 88，204，500円 3連単： 113，096，800円 計： 425，221，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 140円 � 190円 枠 連（1－7） 550円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 420円 �� 930円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 277851 的中 � 47735（2番人気）
複勝票数 計 423804 的中 � 48416（4番人気）� 96458（1番人気）� 51177（2番人気）
枠連票数 計 190165 的中 （1－7） 26436（1番人気）
馬連票数 計 652085 的中 �� 46294（1番人気）
馬単票数 計 311076 的中 �� 11745（2番人気）
ワイド票数 計 384224 的中 �� 25008（1番人気）�� 10035（10番人気）�� 16592（6番人気）
3連複票数 計 882045 的中 ��� 21266（4番人気）
3連単票数 計1130968 的中 ��� 5441（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―13．0―13．4―12．9―12．6―12．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．2―50．6―1：03．5―1：16．1―1：28．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
4（3，6）5（2，12）14（7，10）－1，15（9，11，16）－（8，13）
4（3，6）（5，12，15）（2，14）（7，16）（1，10，11）（9，13）8

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

勝馬の
紹 介

�タガノヴェリテ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Invincible Spirit

2012．3．16生 牡4鹿 母 ヴィオレットステラ 母母 Lady Naomi 16戦1勝 賞金 18，690，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 プラセンタ号の騎手岩部純二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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13日 曇 良 （28京都2）第5日 第9競走 ��2，400�
び わ こ

琵 琶 湖 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，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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

77 マイティースコール 牡8栗 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 22：26．9 58．7�

44 サンライズセンス 牡4栗 56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506－ 62：27．32� 2．4�
55 ダンディーズムーン 牡5鹿 57 秋山真一郎田島 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 496－ 62：27．51� 9．1�
11 � セ セ リ 牡5栗 57 四位 洋文冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 512＋ 42：27．71 13．1�
89 カラフルブラッサム 牝6鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：27．91� 2．8�
22 ワーキングプライド 牝4鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋102：28．43 4．8	
33 ミッキータイガー 牡6鹿 57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 506＋162：28．82� 23．9

66 アドマイヤガスト 牡4鹿 56 菱田 裕二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 532± 02：29．01� 27．3�
88 メイショウオオゼキ 	6鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 488± 02：30．59 201．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，894，300円 複勝： 35，238，500円 枠連： 15，228，500円
馬連： 77，972，600円 馬単： 44，718，100円 ワイド： 33，092，100円
3連複： 92，673，400円 3連単： 207，218，300円 計： 537，035，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，870円 複 勝 � 820円 � 130円 � 260円 枠 連（4－7） 7，680円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 20，890円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 4，240円 �� 410円

3 連 複 ��� 13，010円 3 連 単 ��� 149，330円

票 数

単勝票数 計 308943 的中 � 4205（8番人気）
複勝票数 計 352385 的中 � 7458（8番人気）� 105743（2番人気）� 30040（4番人気）
枠連票数 計 152285 的中 （4－7） 1535（17番人気）
馬連票数 計 779726 的中 �� 9328（18番人気）
馬単票数 計 447181 的中 �� 1605（42番人気）
ワイド票数 計 330921 的中 �� 4220（20番人気）�� 1869（26番人気）�� 23169（4番人気）
3連複票数 計 926734 的中 ��� 5339（32番人気）
3連単票数 計2072183 的中 ��� 1006（236番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．1―12．9―12．1―11．8―12．4―12．1―11．8―11．7―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．7―36．8―49．7―1：01．8―1：13．6―1：26．0―1：38．1―1：49．9―2：01．6―2：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F37．0
1
3
7－1－5－4（3，9）－6，2－8
7＝1－5＝4（9，3）－（8，6）2

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

勝馬の
紹 介

マイティースコール 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．6．19 阪神2着

2008．4．12生 牡8栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 46戦2勝 賞金 41，305，000円
［他本会外：2戦1勝］

04058 2月13日 雨 良 （28京都2）第5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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

46 ナ ム ラ ア ン 牝4黒鹿54 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 460－ 81：47．0 12．2�
610 ブランドベルグ 牡4青鹿56 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 4．9�
45 ブラックムーン 牡4鹿 56 和田 竜二 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 502－ 2 〃 アタマ 3．4�
57 フェイマスエンド 牡5栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 484－ 21：47．31� 7．6�
22 イリュミナンス 牝6鹿 55 武 豊中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476＋ 41：47．4� 8．5	
33 ハッピーモーメント 牡6鹿 57 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 13．5

69 ダノンフェニックス 牡8黒鹿57 秋山真一郎�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 464－ 41：47．5� 77．9�
712 カ ナ ロ ア 牡7鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 470＋14 〃 クビ 25．2�
11 アスカビレン 牝4鹿 54 池添 謙一神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478＋12 〃 ハナ 4．9
814 ヘミングウェイ 	6黒鹿57 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 01：47．6クビ 49．3�
（仏）

58 ショウナンバーキン 牝6青 55 国分 恭介国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472－ 21：47．7� 45．6�
34 
 サクラボールド 牡9栗 57 太宰 啓介�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 472－101：47．8� 132．1�
711 ムーンクレスト 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 8 〃 クビ 21．7�
813 ポセイドンバローズ 牡6栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B484＋ 61：47．9� 282．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，759，300円 複勝： 77，524，900円 枠連： 31，585，100円
馬連： 142，200，900円 馬単： 56，445，800円 ワイド： 69，484，400円
3連複： 181，057，900円 3連単： 236，066，800円 計： 841，125，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 280円 � 170円 � 130円 枠 連（4－6） 760円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 760円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 24，210円

票 数

単勝票数 計 467593 的中 � 30486（6番人気）
複勝票数 計 775249 的中 � 53445（6番人気）� 119432（2番人気）� 187234（1番人気）
枠連票数 計 315851 的中 （4－6） 32026（1番人気）
馬連票数 計1422009 的中 �� 37276（13番人気）
馬単票数 計 564458 的中 �� 6489（28番人気）
ワイド票数 計 694844 的中 �� 14249（15番人気）�� 22309（7番人気）�� 60818（1番人気）
3連複票数 計1810579 的中 ��� 45601（7番人気）
3連単票数 計2360668 的中 ��� 7067（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．8―48．0―1：00．3―1：12．1―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ア ン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．18 京都3着

2012．5．14生 牝4黒鹿 母 アイリッシュピース 母母 アイリッシュダンス 13戦4勝 賞金 66，972，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ナムラアン号の騎手小牧太は，向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（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。



04059 2月13日 雨 良 （28京都2）第5日 第11競走 ��1，600�
らくよう

洛陽ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

89 ラ ン グ レ ー 牡5鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 21：34．4 3．3�
44 � エイシンブルズアイ 牡5栗 56 武 豊�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 472＋ 41：34．5� 5．0�
66 ケ ン ト オ ー 牡4黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466± 01：34．71� 4．1�
22 	 シベリアンスパーブ 牡7鹿 56 池添 謙一藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 514＋ 21：35．02 4．6�
11 アルバタックス 牡6栗 56 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 504＋101：35．1クビ 10．0	
55 タガノエスプレッソ 牡4鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 4 〃 ハナ 11．6

77 バッドボーイ 牡6鹿 56 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 518＋ 41：35．2
 67．4�
33 テイエムイナズマ 牡6黒鹿56 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 508＋ 61：35．3� 25．4�
78 マサハヤドリーム 牡4鹿 56 F．ヴェロン中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 22．3

（仏）

810 ニ ザ エ モ ン 牡8黒鹿56 太宰 啓介小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 470＋ 21：35．62 85．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 70，840，400円 複勝： 81，855，100円 枠連： 35，353，100円
馬連： 220，550，600円 馬単： 101，420，500円 ワイド： 82，352，200円
3連複： 259，123，900円 3連単： 496，625，700円 計： 1，348，121，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 170円 � 150円 枠 連（4－8） 1，080円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 350円 �� 270円 �� 410円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 708404 的中 � 170862（1番人気）
複勝票数 計 818551 的中 � 175907（1番人気）� 110367（4番人気）� 146115（3番人気）
枠連票数 計 353531 的中 （4－8） 25225（5番人気）
馬連票数 計2205506 的中 �� 187344（3番人気）
馬単票数 計1014205 的中 �� 47445（4番人気）
ワイド票数 計 823522 的中 �� 58124（4番人気）�� 82508（1番人気）�� 48157（6番人気）
3連複票数 計2591239 的中 ��� 196546（2番人気）
3連単票数 計4966257 的中 ��� 69717（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．6―36．4―48．9―1：00．8―1：12．0―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ン グ レ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．3．19生 牡5鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 18戦6勝 賞金 122，429，000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。

04060 2月13日 雨 良 （28京都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）

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

812 ラインルーフ 牡4栗 56 武 豊大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 504＋141：51．5 4．6�
33 オールブラッシュ 牡4黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 01：51．92� 2．2�
22 グレイスフルデイズ �6芦 57 荻野 琢真 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 496± 01：53．7大差 38．2�
811 クラーロデルナ 牡7鹿 57 酒井 学山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 502± 01：53．8� 20．7�
68 キョウワランサー 牡5栗 57 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B490－ 2 〃 クビ 26．1	
44 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 500－ 21：54．0� 44．3

79 ヒロノエンペラー 牡6青鹿57 小牧 太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 488－ 61：54．21	 50．7�
67 
 キングクリチャン 牡7栗 57 太宰 啓介栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B500－ 61：54．3� 79．8�
56 スワンボート 牡6鹿 57 水口 優也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 478± 01：54．72� 287．0
11 バンドワゴン 牡5黒鹿57 秋山真一郎馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 542＋261：55．23 2．7�
55 アグネスダリム 牝7栗 55 菱田 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470－ 21：55．52 126．4�
710 クラウディオス �6栗 57 F．ヴェロン �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－ 21：55．92� 25．9�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，091，100円 複勝： 40，874，800円 枠連： 25，376，700円
馬連： 107，376，100円 馬単： 59，332，300円 ワイド： 47，640，300円
3連複： 134，893，400円 3連単： 255，308，500円 計： 714，893，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 110円 � 390円 枠 連（3－8） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，510円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 11，350円

票 数

単勝票数 計 440911 的中 � 76518（3番人気）
複勝票数 計 408748 的中 � 60011（3番人気）� 146571（1番人気）� 15942（8番人気）
枠連票数 計 253767 的中 （3－8） 42837（2番人気）
馬連票数 計1073761 的中 �� 179090（2番人気）
馬単票数 計 593323 的中 �� 38135（4番人気）
ワイド票数 計 476403 的中 �� 59686（2番人気）�� 7112（18番人気）�� 14824（8番人気）
3連複票数 計1348934 的中 ��� 35400（10番人気）
3連単票数 計2553085 的中 ��� 16300（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―50．6―1：03．3―1：15．6―1：27．4―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインルーフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．9 京都4着

2012．3．27生 牡4栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 8戦3勝 賞金 32，566，000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。



（28京都2）第5日 2月13日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

218，790，000円
5，060，000円
7，500，000円
1，010，000円
22，390，000円
66，440，000円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
389，424，300円
633，997，700円
216，230，500円
969，486，100円
488，800，000円
484，197，700円
1，224，756，000円
2，003，219，700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 6，410，112，000円

総入場人員 13，292名 （有料入場人員 12，524名）
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