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04061 2月14日 晴 不良 （28京都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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

713 クリスタルキャノン 牝3芦 54 内田 博幸飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 B452－ 21：53．9 36．6�
23 ベ ル ク リ ア 牝3芦 54 M．デムーロ水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 452－101：54．85 1．6�
612 タイセイフラム 牝3鹿 54 酒井 学田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B422－ 2 〃 ハナ 56．1�
816 ウエスタンビジュー 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 6 〃 クビ 14．4�
24 ティーパフォーマー 牝3黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 426－ 41：55．11� 4．0�
510 ダンスウィズミー 牝3鹿 54 岩田 康誠石川 達絵氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 404－141：55．2� 12．3�
11 フ ラ ッ ク ス 牝3栗 54 田中 健山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 410－ 41：55．3クビ 83．1	
714 プルミエエトワール 牝3栗 54 F．ヴェロン 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：55．4� 20．1�

（仏）

815 クイーンオブスカイ 牝3鹿 54 S．フォーリー H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 2 〃 クビ 74．7�

（愛）

47 ヒデノホープ 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 406＋ 41：55．61� 42．7
48 ジューンソフィア 牝3鹿 54 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 日高 日高大洋牧場 486＋ 8 〃 同着 12．2�
36 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54 小林 徹弥梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 452－ 21：56．02� 122．2�
59 メイショウゴッデス 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 新ひだか 三木田 明仁 474－ 6 〃 アタマ 224．8�
12 デ ル マ ゴ ウ 牝3黒鹿54 �島 良太浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 496－ 41：58．2大差 369．2�
35 スピードウッド 牝3黒鹿54 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 434－ 21：58．51� 424．6�
611 キタノスズラン 牝3鹿 54 池添 謙一 
フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 440－ 41：59．13� 103．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，357，000円 複勝： 91，082，200円 枠連： 15，414，000円
馬連： 47，562，800円 馬単： 33，681，000円 ワイド： 32，256，500円
3連複： 72，487，500円 3連単： 120，624，400円 計： 436，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 480円 � 110円 � 620円 枠 連（2－7） 670円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 840円 �� 9，760円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 20，000円 3 連 単 ��� 169，810円

票 数

単勝票数 計 233570 的中 � 5099（7番人気）
複勝票数 計 910822 的中 � 13149（8番人気）� 688650（1番人気）� 9787（9番人気）
枠連票数 計 154140 的中 （2－7） 17694（3番人気）
馬連票数 計 475628 的中 �� 18073（6番人気）
馬単票数 計 336810 的中 �� 3620（21番人気）
ワイド票数 計 322565 的中 �� 10216（7番人気）�� 808（54番人気）�� 8428（11番人気）
3連複票数 計 724875 的中 ��� 2718（53番人気）
3連単票数 計1206244 的中 ��� 515（349番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．7―50．3―1：03．4―1：16．6―1：29．3―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリスタルキャノン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．10．10 京都6着

2013．4．21生 牝3芦 母 ダイワジャンヌ 母母 ケーキカット 5戦1勝 賞金 6，500，000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〕 キタノスズラン号は，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノーブルブラック号
※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。

04062 2月14日 晴 不良 （28京都2）第6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

22 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿56 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 494－ 41：52．2 4．7�
11 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 448－ 41：53．15 25．4�
45 タイセイヴィクター 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム B500－ 41：53．52� 10．0�
610 カレンコマンドール 牡3鹿 56 F．ヴェロン鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B466－ 41：53．81� 4．8�

（仏）

58 ウォータープリアム 牡3栗 56 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 506－ 21：53．9� 1．7�
57 ウエスタンギンジ 牡3鹿 56 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 466－ 61：54．11� 60．9�
69 セイムヒアー 牝3鹿 54 内田 博幸	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 408－ 81：54．31� 133．9

33 オリエンタルイギー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 464－ 4 〃 ハナ 187．3�
34 サンマルクラウン 牡3鹿 56 太宰 啓介相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 478－ 21：54．72� 20．3�
813 ノーブルブラック 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 428± 01：55．12� 43．9
711 スプリングラン 牡3鹿 56 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 450± 01：56．9大差 200．9�
712 メイショウルヴァン 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 482－ 21：57．96 65．5�
814 セルリアンシリウス 牡3鹿 56 中村 将之	イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 484－ 41：58．11 485．6�
46 ボッチボール 牝3鹿 54 荻野 琢真	ミルファーム 谷原 義明 新ひだか 山際牧場 422－ 4 〃 ハナ 421．9�
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売 得 金
単勝： 21，731，300円 複勝： 66，338，400円 枠連： 10，239，800円
馬連： 45，388，400円 馬単： 28，642，000円 ワイド： 26，030，900円
3連複： 60，552，600円 3連単： 108，526，700円 計： 367，450，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 340円 � 810円 � 540円 枠 連（1－2） 4，510円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 950円 �� 560円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 50，270円

票 数

単勝票数 計 217313 的中 � 36915（2番人気）
複勝票数 計 663384 的中 � 55362（2番人気）� 20160（5番人気）� 32173（4番人気）
枠連票数 計 102398 的中 （1－2） 1757（12番人気）
馬連票数 計 453884 的中 �� 10272（9番人気）
馬単票数 計 286420 的中 �� 3632（18番人気）
ワイド票数 計 260309 的中 �� 6942（10番人気）�� 12519（6番人気）�� 4282（16番人気）
3連複票数 計 605526 的中 ��� 5136（23番人気）
3連単票数 計1085267 的中 ��� 1565（118番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．7―13．1―13．0―13．0―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―34．7―47．4―1：00．5―1：13．5―1：26．5―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアビルマン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．13 阪神6着

2013．4．15生 牡3黒鹿 母 ワンダーバーサトル 母母 ワンダールージュ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウルヴァン号・セルリアンシリウス号・ボッチボール号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成28年3月14日まで平地競走に出走できない。
※オリエンタルイギー号・ノーブルブラック号は，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。

第２回 京都競馬 第６日



04063 2月14日 晴 不良 （28京都2）第6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

58 � アメリカンイナズマ 牡3青鹿56 S．フォーリー 吉澤 克己氏 音無 秀孝 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B570－ 41：26．2 1．5�
（愛）

35 サ ラ マ ン カ 牝3黒鹿54 M．デムーロ P.S．スライ氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－10 〃 ハナ 3．1�
611 スズカマサル 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 444－ 4 〃 クビ 16．1�
22 ウイングエンペラー 牡3栗 56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 470－ 61：26．51	 15．9�
11 アスカタイシ 牡3栗 56 酒井 学上野 武氏 谷 潔 新冠 松浦牧場 508± 01：26．81	 22．6�
23 ワンドロップ 牝3鹿 54 田中 勝春 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 442－ 2 〃 クビ 39．9�
815 スプレーモゲレイロ 牡3鹿 56 国分 恭介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452＋101：27．0	 92．8

46 クリノエディンバラ 牝3鹿 54 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 444＋ 2 〃 クビ 197．8�
34 ブラックウィンダム 牡3黒鹿56 池添 謙一菅原 広隆氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 444＋ 21：27．1	 91．3�
713 ジョウショウキセキ 牡3鹿 56 
島 良太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 若林 武雄 450＋ 21：27．52� 48．2
610 ジョウショー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 458－ 21：27．6クビ 474．5�
47 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56 岩田 康誠 	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 岡田スタツド 498＋ 41：28．02� 98．7�
712 トルネードトウホウ 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 新冠 松本 信行 434＋ 21：29．17 614．5�
814 ダイメイプリンセス 牝3黒鹿54 内田 博幸宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 492－ 41：29．42 38．3�
59 ケンブリッジエス 牡3栗 56 太宰 啓介中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 454＋ 21：30．35 284．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，737，200円 複勝： 89，557，600円 枠連： 14，718，700円
馬連： 55，058，900円 馬単： 38，958，300円 ワイド： 32，835，000円
3連複： 78，401，400円 3連単： 145，407，100円 計： 479，674，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 110円 � 210円 枠 連（3－5） 150円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 130円 �� 340円 �� 480円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，540円

票 数

単勝票数 計 247372 的中 � 128477（1番人気）
複勝票数 計 895576 的中 � 717300（1番人気）� 68697（2番人気）� 18164（4番人気）
枠連票数 計 147187 的中 （3－5） 72693（1番人気）
馬連票数 計 550589 的中 �� 245354（1番人気）
馬単票数 計 389583 的中 �� 119838（1番人気）
ワイド票数 計 328350 的中 �� 96950（1番人気）�� 19120（3番人気）�� 12512（6番人気）
3連複票数 計 784014 的中 ��� 87876（2番人気）
3連単票数 計1454071 的中 ��� 68411（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．3―49．3―1：02．0―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンイナズマ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Devon Lane デビュー 2015．9．19 阪神9着

2013．4．4生 牡3青鹿 母 River’s Prayer 母母 Cozzy Flyer 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 サラマンカ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 タガノキングパワー号（疾病〔感冒〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オリエンタルイギー号・ギブナッシンバック号・フュテール号・ブレヴェスト号
※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。

04064 2月14日 晴
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（28京都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 7，500，000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

22 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 452＋ 23：24．8 18．1�
33 グッドカフェ �8青鹿60 中村 将之杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 492＋ 23：25．22� 2．8�
58 メイショウヒデタダ 牡7黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 488＋103：25．62� 3．6�
46 � トーセンスラッガー 牡4黒鹿59 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 458± 03：26．45 37．1�
814� グリーティングワン 牡6黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋223：26．61	 35．5�
813 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 難波 剛健 	H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 460－ 23：27．02� 3．4

34 エンパイアサンデー 牡4鹿 59 蓑島 靖典戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 522＋ 23：27．1クビ 85．3�
711 ララオムドゥクー 牡4鹿 59 石神 深一フジイ興産	 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 478－ 23：27．2� 21．0�
45 ドリームポリーニ 牡4栗 59 林 満明ライオンレースホース	 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 472＋123：28．47 93．2
610 ボーイフレンド 牡7栗 60 白浜 雄造北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 458＋ 93：28．5� 16．0�
69 ジョージジョージ 牡6栗 60 大江原 圭北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456± 03：32．7大差 84．7�
11 ブリッツカイザー �5栗 60 金子 光希岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 494－103：36．1大差 32．2�
57 パ ル ミ エ 牝4黒鹿57 五十嵐雄祐井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 466＋ 6 （競走中止） 40．4�
712 ツジスーパーサクラ 牝4芦 57 植野 貴也辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 472＋10 （競走中止） 42．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，954，700円 複勝： 16，712，700円 枠連： 11，389，100円
馬連： 33，824，100円 馬単： 20，881，000円 ワイド： 19，506，000円
3連複： 55，755，500円 3連単： 79，288，400円 計： 252，311，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 340円 � 150円 � 170円 枠 連（2－3） 2，570円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，310円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 37，300円

票 数

単勝票数 計 149547 的中 � 6606（5番人気）
複勝票数 計 167127 的中 � 9774（5番人気）� 33695（2番人気）� 27962（3番人気）
枠連票数 計 113891 的中 （2－3） 3423（9番人気）
馬連票数 計 338241 的中 �� 8476（8番人気）
馬単票数 計 208810 的中 �� 2170（18番人気）
ワイド票数 計 195060 的中 �� 5117（6番人気）�� 3477（11番人気）�� 19701（2番人気）
3連複票数 計 557555 的中 ��� 13302（6番人気）
3連単票数 計 792884 的中 ��� 1541（99番人気）
上り 1マイル 1：53．7 4F 57．2－3F 42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノキングムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2013．9．17 阪神8着

2011．5．26生 牡5黒鹿 母 トシザダンサー 母母 ノルデンフリマー 障害：11戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走状況〕 パルミエ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 パルミエ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

ツジスーパーサクラ号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サーシスリーフ号



04065 2月14日 晴 不良 （28京都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

815 ディープエクシード 牡3鹿 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ
ファーム 480＋ 21：38．9 1．8�

713 ナ ー ウ ル 牝3青鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 452－ 41：40．07 4．4�
612 ヒルノサルバドール 牡3栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－ 41：40．2� 31．2�
23 ジョーマイク 牡3栗 56 内田 博幸上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 468＋ 81：40．94 20．7�
24 チムニーロック 牡3鹿 56 田辺 裕信畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 498－ 41：41．0� 126．8�
816 タガノミシュラン 牡3鹿 56 高倉 稜八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 21：41．42� 35．7	
11 ユーキホープ 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 496－ 41：41．5� 64．7

611 スターペスマックス 牡3鹿 56 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 446± 0 〃 クビ 49．7�
714 フ ァ ク タ ー 牡3黒鹿56 S．フォーリー 石川 達絵氏 角田 晃一 日高 藤本ファーム 466－ 81：42．13� 12．0�

（愛）

12 アイアンマン 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 450－ 41：42．73� 10．2
59 クレスコキングス 牡3鹿 56 F．ヴェロン堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 496＋161：43．33� 86．5�

（仏）

35 コンゴウノカガヤキ 牡3鹿 56 秋山真一郎金岡 久夫氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 516－ 41：43．4クビ 128．3�
510 ジェルミナーレ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 442－141：43．5� 8．0�
48 ディッタースドルフ 牡3栗 56 小牧 太吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 500－ 41：43．92� 197．0�
36 レイブラッド 牡3黒鹿56 国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 田上 稔 B472－ 41：47．1大差 263．9�
47 レイジングハート 牝3黒鹿54 酒井 学 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 01：47．84 133．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，684，700円 複勝： 61，286，000円 枠連： 16，763，000円
馬連： 57，487，900円 馬単： 35，058，400円 ワイド： 35，946，500円
3連複： 85，424，800円 3連単： 130，239，600円 計： 449，890，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 420円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 190円 �� 760円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 7，180円

票 数

単勝票数 計 276847 的中 � 117630（1番人気）
複勝票数 計 612860 的中 � 322004（1番人気）� 86485（2番人気）� 14604（8番人気）
枠連票数 計 167630 的中 （7－8） 54273（1番人気）
馬連票数 計 574879 的中 �� 122131（1番人気）
馬単票数 計 350584 的中 �� 46217（1番人気）
ワイド票数 計 359465 的中 �� 64041（1番人気）�� 10490（9番人気）�� 5545（17番人気）
3連複票数 計 854248 的中 ��� 22219（9番人気）
3連単票数 計1302396 的中 ��� 13148（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．1―12．8―12．9―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―36．0―48．8―1：01．7―1：13．9―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープエクシード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Cry デビュー 2015．8．23 札幌5着

2013．3．28生 牡3鹿 母 オールアイキャンセイイズワウ 母母 Crown of Jewels 8戦1勝 賞金 16，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェルミナーレ号・ディッタースドルフ号・レイブラッド号・レイジングハート号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成28年3月14日まで平地競走に出走できない。
クレスコキングス号・コンゴウノカガヤキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成28年4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。

04066 2月14日 晴 不良 （28京都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

48 ビップライブリー 牡3栗 56 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466 ―1：53．5 18．5�
59 ハナズレジェンド 牡3栗 56 川田 将雅広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458 ―1：53．71� 2．0�
714 ドルチャーリオ 牡3栗 56 池添 謙一 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 472 ―1：53．8� 27．9�
816 タマモグラツィエ 牝3栗 54 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 454 ― 〃 クビ 12．2�
510 ミュートロギア 牡3青鹿56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：54．22� 6．5�
11 シルバーポジー 牝3芦 54 S．フォーリー 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506 ―1：54．51	 3．7


（愛）

612 イメージング 牝3鹿 54 国分 恭介�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 462 ―1：55．24 85．0�
35 アスターオーシャン 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 484 ―1：55．3� 30．9�
713 メイショウケイジ 牡3黒鹿56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 524 ― 〃 クビ 72．5
12 デウスペルナス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 454 ― 〃 ハナ 32．3�
815 スターズストリーク 牡3鹿 56 F．ヴェロン吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 504 ―1：55．72� 46．4�

（仏）

611 ベルウッドレオーネ 牡3鹿 56 田中 健鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 富菜牧場 438 ―1：56．87 54．2�
47 シ ャ ウ テ ィ 牝3鹿 54 
島 良太小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 432 ―1：56．9	 282．1�
24 ロマンチックドラマ 牝3鹿 54 田村 太雅吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 432 ― 〃 クビ 157．9�
36 サダムギフテッド 牡3鹿 56 秋山真一郎大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：57．0� 89．6�
23 カフジローレル 牡3青鹿56 中村 将之加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 526 ―1：58．8大差 106．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，567，000円 複勝： 33，217，800円 枠連： 16，735，500円
馬連： 53，065，100円 馬単： 32，977，700円 ワイド： 30，215，900円
3連複： 69，397，900円 3連単： 108，625，400円 計： 372，802，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 390円 � 130円 � 450円 枠 連（4－5） 1，300円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，890円 �� 880円

3 連 複 ��� 10，050円 3 連 単 ��� 85，410円

票 数

単勝票数 計 285670 的中 � 12292（5番人気）
複勝票数 計 332178 的中 � 17119（5番人気）� 100281（1番人気）� 14262（6番人気）
枠連票数 計 167355 的中 （4－5） 9976（6番人気）
馬連票数 計 530651 的中 �� 23624（5番人気）
馬単票数 計 329777 的中 �� 4813（13番人気）
ワイド票数 計 302159 的中 �� 12782（5番人気）�� 1883（35番人気）�� 8910（9番人気）
3連複票数 計 693979 的中 ��� 5177（29番人気）
3連単票数 計1086254 的中 ��� 922（204番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．5―13．0―12．8―12．8―12．4―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―37．4―50．4―1：03．2―1：16．0―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップライブリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2013．3．12生 牡3栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジローレル号は，「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21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 アインザッツ号・アルファヴィル号・イエスペガサス号・ウインエンプレス号・エイシンシラユキ号・

オリエントワークス号・ギフトアワード号・ギャツビー号・キングジュエリー号・ショウナンハット号・スノーマン号・
テーオーバーキン号・ハギノカエラ号・ヒダロマン号・プレシャスタイム号・マッカートニー号・
ミスターギブソン号・メテオストーム号・ユウキビバワンダー号・ラヴェラータ号・ルックトゥワイス号

※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。



04067 2月14日 晴 不良 （28京都2）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （ダート・右）
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

510 プレフェリート 牡5鹿 57 F．ヴェロン 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 490－ 81：11．2 6．4�

（仏）

59 � アヴェーヌモン 牡4鹿 57 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 544± 0 〃 クビ 5．5�

612� メンカウラー 	5黒鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米
Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B500± 01：11．51
 4．3�
713 ゴマスリオトコ 牡4黒鹿57 田辺 裕信小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 516－ 21：11．71� 43．8�
47 レンズフルパワー 牡4鹿 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 510＋261：12．12
 30．9�
12 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 454＋ 41：12．31
 22．1	
816� アシドベリー 牝4鹿 55 酒井 学
槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 444－ 81：12．4 296．4�
611 サウンドドゥイット 牡4鹿 57 小牧 太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 450± 01：12．61 25．5�
24 � アイファーハート 牝4黒鹿55 柴田 未崎中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B456＋ 2 〃 クビ 551．9
815� イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 55 �島 良太奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 418－ 81：12．7
 602．5�
714� トップオブテーラー 牡4鹿 57 田中 勝春中西 浩一氏 石橋 守 日高 北田 剛 508－ 8 〃 ハナ 22．6�
35 スリーチアサウス 牝5鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482± 0 〃 アタマ 60．2�
36 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502± 01：13．01 18．2�
23 サンマルスカイ 牡4鹿 57 内田 博幸相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 454－ 61：13．42
 75．0�
48 � ネオヴォーグ 牝4芦 55 荻野 琢真小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 442－ 21：14．99 338．2�
11 ツーエムマイスター 牡4黒鹿57 藤岡 佑介水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 458± 01：15．43 2．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，944，900円 複勝： 38，405，200円 枠連： 19，581，500円
馬連： 67，200，800円 馬単： 36，281，100円 ワイド： 37，288，900円
3連複： 88，442，600円 3連単： 133，179，300円 計： 448，324，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 210円 � 170円 枠 連（5－5） 2，340円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 620円 �� 550円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 15，730円

票 数

単勝票数 計 279449 的中 � 34782（4番人気）
複勝票数 計 384052 的中 � 44333（4番人気）� 44631（3番人気）� 64453（2番人気）
枠連票数 計 195815 的中 （5－5） 6462（9番人気）
馬連票数 計 672008 的中 �� 23683（8番人気）
馬単票数 計 362811 的中 �� 5811（17番人気）
ワイド票数 計 372889 的中 �� 14787（7番人気）�� 16765（5番人気）�� 28243（3番人気）
3連複票数 計 884426 的中 ��� 32939（4番人気）
3連単票数 計1331793 的中 ��� 6135（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―46．7―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 ・（9，16）（1，2，6）7，5（8，12）（4，10）14，15，13－（3，11） 4 9，16（2，6，7）1（5，10，12）4，8（13，15，14）－（3，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プレフェリート �
�
父 Henrythenavigator �

�
母父 Rossini デビュー 2013．8．17 小倉6着

2011．4．1生 牡5鹿 母 バンドゥッチ 母母 Piper Piper 19戦3勝 賞金 31，570，000円
〔発走状況〕 アイファーハート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツーエムマイスター号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウェディングラン号・サカジロビューティ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルエチゴ号
※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。

04068 2月14日 曇 重 （28京都2）第6日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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

713 ジョーウォルター 牡5鹿 57 S．フォーリー 上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 470± 01：39．5 11．0�
（愛）

59 アドマイヤメテオ 牡5青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：39．6� 4．4�
816 オメガハートソング 牝4青鹿55 M．デムーロ原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436＋ 21：39．92 3．6�
12 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 458± 0 〃 クビ 5．3�
612 クローディオ 牡4鹿 57 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：40．11
 7．7	
48 カレンオプシス 牝4青鹿55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494＋141：40．41� 13．2

36 ヴォルスング 牡5鹿 57 国分 恭介 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 81：40．71� 119．2�
47 エリタージュゲラン 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 日高 白井牧場 466－ 21：40．91
 180．1�
35 � ウィステリアメジロ 牝5黒鹿55 田辺 裕信水谷 昌晃氏 日吉 正和 洞湖 レイクヴィラファーム 478－131：41．11� 92．0
11 エーシンマイェスタ 牡6黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 544－ 2 〃 クビ 6．7�
611� リ プ カ 牝4栗 55 酒井 学佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 374－ 91：41．52� 221．3�
510 コルボノワール 牝4青鹿55 福永 祐一�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 472＋14 〃 アタマ 19．2�
815 ビバワールド �5鹿 57 小牧 太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B530－ 2 〃 ハナ 187．4�
23 � デンコウハシャ �4青鹿57 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 430－ 71：41．6クビ 195．8�
24 アグネスヴェルテュ 牡5鹿 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482± 01：41．7� 55．3�
714 マイネルレハイム 牡4栗 57 F．ヴェロン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 21：42．87 86．6�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，173，100円 複勝： 47，570，900円 枠連： 20，873，500円
馬連： 78，446，100円 馬単： 37，146，500円 ワイド： 40，674，800円
3連複： 99，590，900円 3連単： 137，541，400円 計： 495，017，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 200円 � 150円 � 140円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 630円 �� 680円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 20，980円

票 数

単勝票数 計 331731 的中 � 23926（6番人気）
複勝票数 計 475709 的中 � 53139（5番人気）� 82825（2番人気）� 95406（1番人気）
枠連票数 計 208735 的中 （5－7） 9130（9番人気）
馬連票数 計 784461 的中 �� 27917（10番人気）
馬単票数 計 371465 的中 �� 5442（22番人気）
ワイド票数 計 406748 的中 �� 15885（7番人気）�� 14557（9番人気）�� 32429（1番人気）
3連複票数 計 995909 的中 ��� 28851（5番人気）
3連単票数 計1375414 的中 ��� 4752（56番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．1―13．2―12．6―12．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―38．0―51．2―1：03．8―1：16．0―1：27．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．7
3 3，8（2，10）15（6，14）13，11（7，16）（1，9）（5，4）12 4 3（8，10）2（15，13）（6，9）（14，16，12）（11，4）（7，1）5

勝馬の
紹 介

ジョーウォルター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．11．16 京都3着

2011．3．17生 牡5鹿 母 ジョーフュージョン 母母 ジョーエスペランス 25戦2勝 賞金 25，850，000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 ショウナンダイチ号
※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14日 晴 重 （28京都2）第6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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

33 ヒルノマゼラン 牡3黒鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 494－101：38．6 3．6�
810 アドマイヤロマン 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470－ 21：38．7� 13．4�
89 � ルグランフリソン 牡3鹿 56 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 470－ 41：38．91� 6．8�
55 トレジャートローヴ 牡3芦 56 池添 謙一吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：39．11	 12．3�
78 サトノマルス 牡3青 56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 438＋ 81：39．41
 7．4�
66 フォーアライター 牡3青鹿56 福永 祐一 	サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 480－10 〃 クビ 4．4

11 カイザーバル 牝3黒鹿54 M．デムーロ 	社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468－ 41：39．71
 4．1�
44 � ウメマツサクラ 牝3鹿 54 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 444－ 61：40．33� 26．4�
22 カープストリーマー 牡3栗 56 S．フォーリー 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 520＋101：41．910 33．9

（愛）

77 ウインハートビート 牡3栗 56 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 476＋161：44．7大差 142．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 52，800，500円 複勝： 74，689，200円 枠連： 18，529，400円
馬連： 117，064，500円 馬単： 54，999，200円 ワイド： 53，346，800円
3連複： 136，935，200円 3連単： 245，261，100円 計： 753，625，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 320円 � 210円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 730円 �� 440円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 22，790円

票 数

単勝票数 計 528005 的中 � 114988（1番人気）
複勝票数 計 746892 的中 � 181083（1番人気）� 48180（7番人気）� 84005（4番人気）
枠連票数 計 185294 的中 （3－8） 18938（2番人気）
馬連票数 計1170645 的中 �� 44629（10番人気）
馬単票数 計 549992 的中 �� 12642（14番人気）
ワイド票数 計 533468 的中 �� 18587（11番人気）�� 33299（3番人気）�� 10173（19番人気）
3連複票数 計1369352 的中 ��� 22992（19番人気）
3連単票数 計2452611 的中 ��� 7802（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．4―48．8―1：01．2―1：13．8―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマゼラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．6 中京1着

2013．3．19生 牡3黒鹿 母 イントゥザライト 母母 フラッシュストーム 3戦2勝 賞金 21，364，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインハートビート号は，「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。

04070 2月14日 晴 重 （28京都2）第6日 第10競走 ��
��1，400�すばるステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，27．2．14以降28．2．7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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

815� ニシケンモノノフ 牡5栗 56 岩田 康誠西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 516＋101：22．1 4．6�
612 グレイスフルリープ 牡6栗 57 内田 博幸前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544－ 41：22．31� 6．0�
48 フォーエバーモア 牝5栗 53 四位 洋文 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 468－ 21：22．5	 9．8�
714 オールブラックス 牡7鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 502－ 21：22．81	 11．5�
35 フィールザスマート 牡5青鹿55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 506－ 2 〃 クビ 49．6�
816 ナリタスーパーワン 牡7鹿 55 福永 祐一	オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：22．9� 12．6

510 レッドアルヴィス 牡5鹿 57．5 F．ヴェロン 	東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504－ 21：23．0� 3．9�

（仏）

36 ゴーイングパワー 牡7鹿 55 池添 謙一林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 506－ 21：23．21
 24．7�
713 キョウエイアシュラ 牡9鹿 56 S．フォーリー 田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 474＋ 41：23．3	 187．4

（愛）

47 エイシンヴァラー 牡5鹿 54 太宰 啓介	栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508＋ 81：23．5	 7．9�
59 ポメグラネイト 牡5栗 54 和田 竜二畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 580＋101：23．71
 15．1�
12 ワンダーコロアール 牡7黒鹿55 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 492± 01：23．8� 26．5�
611 メイショウノーベル 牡7栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 510＋ 6 〃 アタマ 100．6�
11 ライドオンウインド 牡4栗 54 古川 吉洋名古屋友豊	 木原 一良 日高 春木 昭雄 504－ 4 〃 ハナ 95．7�
23 � ベルサリエーレ 牡6鹿 53 小牧 太藤田 孟司氏 松下 武士 米 Takeshi

Fujita 486－ 41：25．8大差 34．4�
24 アスコットシチー 牡7栗 52 酒井 学 	友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 482＋ 81：27．9大差 257．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，743，700円 複勝： 86，538，800円 枠連： 40，066，400円
馬連： 188，595，700円 馬単： 72，743，000円 ワイド： 88，320，100円
3連複： 248，647，200円 3連単： 320，721，000円 計： 1，101，375，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 180円 � 330円 枠 連（6－8） 1，050円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，190円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 26，060円

票 数

単勝票数 計 557437 的中 � 95474（2番人気）
複勝票数 計 865388 的中 � 130574（3番人気）� 133302（2番人気）� 56412（7番人気）
枠連票数 計 400664 的中 （6－8） 29449（5番人気）
馬連票数 計1885957 的中 �� 105164（3番人気）
馬単票数 計 727430 的中 �� 21330（4番人気）
ワイド票数 計 883201 的中 �� 43116（3番人気）�� 18564（15番人気）�� 15368（18番人気）
3連複票数 計2486472 的中 ��� 28897（17番人気）
3連単票数 計3207210 的中 ��� 8922（59番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．9―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．3―58．1―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニシケンモノノフ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト （1戦0勝 賞金 0円）

2011．3．11生 牡5栗 母 グリーンヒルコマチ 母母 ツネノコトブキ 18戦4勝 賞金 113，565，000円
地方デビュー 2013．7．4 門別 ［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスコットシチー号は，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ニシノビークイック号
※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。

１レース目



04071 2月14日 晴 重 （28京都2）第6日 第11競走
第109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，27．2．14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，27．2．13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 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，050，000円 300，000円 150，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

47 サトノクラウン 牡4黒鹿56 M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 62：17．7 9．2�
46 タッチングスピーチ 牝4鹿 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 82：18．23 5．3�
22 アドマイヤデウス 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488＋ 4 〃 クビ 7．3�
712 ヒストリカル 牡7黒鹿56 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：18．3クビ 32．7�
11 ヤマカツエース 牡4栗 56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 504＋12 〃 ハナ 4．9�
610 ワンアンドオンリー 牡5黒鹿57 内田 博幸前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 42：19．15 8．8	
35 トウシンモンステラ 牡6黒鹿56 小牧 太
サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：19．42 117．5�
814 スズカデヴィアス 牡5黒鹿56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 514＋ 62：19．5クビ 16．9�
23 トーセンレーヴ 牡8鹿 56 S．フォーリー 島川 哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 16．8�

（愛）

611 トラストワン 牡8黒鹿56 F．ヴェロン大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 500－ 22：19．6クビ 224．7�
（仏）

713 ミュゼゴースト 牡4黒鹿55 和田 竜二坂本 肇氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 506＋ 6 〃 クビ 106．3�
59 レーヴミストラル 牡4鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：20．02 3．9�
58 マイネルディーン 牡7青 56 高倉 稜 
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 454－122：20．2� 204．3�
34 	 ショウナンバッハ 牡5鹿 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 440－ 8 〃 アタマ 14．1�
815 コスモロビン 牡8鹿 56 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 B528－ 8 〃 クビ 371．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 221，249，000円 複勝： 281，630，700円 枠連： 138，356，200円
馬連： 837，405，800円 馬単： 331，622，100円 ワイド： 324，646，900円
3連複： 1，242，168，000円 3連単： 2，027，111，400円 計： 5，404，190，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 320円 � 210円 � 240円 枠 連（4－4） 2，870円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，290円 �� 820円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 45，480円

票 数

単勝票数 計2212490 的中 � 191500（6番人気）
複勝票数 計2816307 的中 � 210314（6番人気）� 385701（2番人気）� 317070（4番人気）
枠連票数 計1383562 的中 （4－4） 37310（12番人気）
馬連票数 計8374058 的中 �� 224890（12番人気）
馬単票数 計3316221 的中 �� 43702（24番人気）
ワイド票数 計3246469 的中 �� 79742（12番人気）�� 63465（21番人気）�� 104287（6番人気）
3連複票数 計12421680 的中 ��� 116089（33番人気）
3連単票数 計20271114 的中 ��� 32312（182番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．0―38．0―51．0―1：03．6―1：16．3―1：28．7―1：41．0―1：53．1―2：05．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノクラウン �
�
父 Marju �

�
母父 Rossini デビュー 2014．10．25 東京1着

2012．3．10生 牡4黒鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 7戦4勝 賞金 209，920，000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。

04072 2月14日 曇 重 （28京都2）第6日 第12競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 センターピース 牡4栗 57 福永 祐一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 474＋ 81：10．9 9．4�
713 グラッブユアコート 牝4鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 4．5�
48 タッチシタイ 牡6栗 57 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 500± 01：11．11� 7．8�
611 ア サ ケ ゴ マ 牝6芦 55 水口 優也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 486± 01：11．2	 221．4�
714 キッズライトオン 牡4栗 57 和田 竜二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424± 01：11．3クビ 33．8	
815 エンジェヌー 牝5青鹿55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 61：11．4
 66．4

23 タマモイレブン 牡4鹿 57 高倉 稜タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 526－ 41：11．5
 15．6�
612 ジャコカッテ 牡5栗 57 太宰 啓介晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 508＋ 41：11．6	 18．7�
12 � アンクルダイチ 牡4鹿 57 池添 謙一塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

490± 0 〃 クビ 8．9
11 ディアゴッホ 牡5栗 57 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 市正牧場 530－ 21：11．92 48．6�
24 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 小牧 太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 474－ 41：12．0クビ 5．1�
36 � ウチデノコヅチ 牝4栗 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 450－ 21：12．42
 98．6�
47 ト ワ エ モ ア 牝4鹿 55 内田 博幸中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 470－ 21：12．61� 111．0�
816 サンライズトーク 6芦 57 F．ヴェロン松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 478－14 〃 クビ 63．7�

（仏）

510 ショウナンランパダ 牝5鹿 55 田中 勝春国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460± 01：13．02
 320．2�
35 � コールサインゼロ 牡4黒鹿57 S．フォーリー �大野商事 清水 久詞 日高 古川 優 B530± 01：13．2	 3．7�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，604，300円 複勝： 82，055，600円 枠連： 34，502，800円
馬連： 175，980，200円 馬単： 70，514，000円 ワイド： 84，883，500円
3連複： 227，791，600円 3連単： 330，538，800円 計： 1，063，870，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 310円 � 170円 � 220円 枠 連（5－7） 2，390円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，320円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 33，440円

票 数

単勝票数 計 576043 的中 � 48652（6番人気）
複勝票数 計 820556 的中 � 59696（6番人気）� 142805（2番人気）� 97629（4番人気）
枠連票数 計 345028 的中 （5－7） 11147（11番人気）
馬連票数 計1759802 的中 �� 51959（10番人気）
馬単票数 計 705140 的中 �� 9493（21番人気）
ワイド票数 計 848835 的中 �� 27887（8番人気）�� 15971（16番人気）�� 32533（6番人気）
3連複票数 計2277916 的中 ��� 32503（16番人気）
3連単票数 計3305388 的中 ��� 7165（101番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．2―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．4
3 ・（2，10）9（6，12）（8，16）（4，13）（3，15）11（1，14）－5－7 4 ・（2，10）9（6，12）8（4，13，16）15（3，11）（1，14）－7，5

勝馬の
紹 介

センターピース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．4 阪神3着

2012．4．3生 牡4栗 母 ア ミ リ ス 母母 ミスティーグリーン 10戦3勝 賞金 29，700，000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 バリキ号・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6日 2月14日（日曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 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

291，600，000円
7，180，000円
2，410，000円
33，500，000円
5，000，000円
68，872，000円
5，749，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
589，547，400円
969，085，100円
357，169，900円
1，757，080，300円
793，504，300円
805，951，800円
2，465，595，200円
3，887，064，600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 11，624，998，600円

総入場人員 20，579名 （有料入場人員 19，687名）
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