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04025 2月6日 晴 良 （28京都2）第3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

814 フジノナデシコ 牝3鹿 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 452－ 21：54．8 9．4�
59 カフジデンジャー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 560－ 41：55．12 214．7�
611 ドラゴンシュバリエ 牡3芦 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B512＋12 〃 ハナ 8．2�
610 トーホウリーガル 牡3青鹿56 北村 友一東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 524＋ 21：55．2� 9．8�
46 � アンナペレンナ 牝3芦 54 M．デムーロ中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 514－ 21：55．51	 1．9�
34 ソレイユロワイヤル 牡3鹿 56 菱田 裕二 	社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 464－ 41：55．82 34．7

815 カフジナイサー 牡3黒鹿56 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 2 〃 ハナ 17．9�
47 タガノジャパン 牡3青鹿56 浜中 俊八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 446－ 41：56．22	 12．0�
23 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム 514－ 81：56．3	 18．0
713 フォーラウェイ 牡3鹿 56 松田 大作 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448－ 41：56．4クビ 47．6�
35 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 454－ 21：56．93 69．3�
22 ニホンピロリープ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 494± 01：57．11
 32．5�
58 リベレイション 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太吉岡 泰治氏 西村 真幸 新ひだか 桑嶋 峰雄 502－ 61：57．84 161．3�
11 ブレイジンフェザー 牡3黒鹿56 高田 潤野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 466± 01：59．410 11．1�
712 レイクテカポ 牡3鹿 56 小牧 太幅田 京子氏 庄野 靖志 新ひだか 千代田牧場 B472－ 21：59．5クビ 121．2�
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売 得 金
単勝： 24，510，700円 複勝： 41，588，300円 枠連： 15，594，700円
馬連： 50，627，700円 馬単： 28，523，300円 ワイド： 33，761，400円
3連複： 77，730，100円 3連単： 100，263，600円 計： 372，599，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 250円 � 5，950円 � 370円 枠 連（5－8） 17，720円

馬 連 �� 117，820円 馬 単 �� 187，650円

ワ イ ド �� 15，500円 �� 1，550円 �� 22，750円

3 連 複 ��� 381，020円 3 連 単 ��� 4，275，940円

票 数

単勝票数 計 245107 的中 � 20769（3番人気）
複勝票数 計 415883 的中 � 52056（2番人気）� 1508（15番人気）� 30364（5番人気）
枠連票数 計 155947 的中 （5－8） 682（26番人気）
馬連票数 計 506277 的中 �� 333（87番人気）
馬単票数 計 285233 的中 �� 114（160番人気）
ワイド票数 計 337614 的中 �� 554（75番人気）�� 5772（17番人気）�� 377（82番人気）
3連複票数 計 777301 的中 ��� 153（305番人気）
3連単票数 計1002636 的中 ��� 17（2027番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．1―48．7―1：01．8―1：14．9―1：28．1―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．9
1
3
8（3，11）4，5，2，15－（6，12）7－13，14（10，9）－1・（8，11）3（2，15）5（6，4）－7（13，14）12（10，9）＝1

2
4

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

勝馬の
紹 介

フジノナデシコ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Grand Slam デビュー 2016．1．11 中山7着

2013．2．27生 牝3鹿 母 シンプリーディヴァイン 母母 Fashion Editor 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 リョーシンヒナタ号の騎手三津谷隼人は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・6

番）

04026 2月6日 晴 良 （28京都2）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ワンダースペリオル 牡3鹿 56 和田 竜二山本 信行氏 今野 貞一 新ひだか 真歌伊藤牧場 486 ―1：54．4 4．6�
35 エテルナミノル 牝3黒鹿54 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 436 ―1：55．35 6．9�
12 デイジーフローラ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 506 ―1：55．51� 7．9�
23 エンパイアブレイク 牝3鹿 54 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：56．35 2．2�
510 ブルーズネフュウ 牡3栗 56 森 一馬新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 438 ―1：56．83 134．7�
59 ダブルアックス 牡3黒鹿56 太宰 啓介田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 490 ―1：57．12 47．8�
714 ワイズセレクション 牡3鹿 56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 468 ―1：57．2� 58．8	
815 アプローズラウド 牝3鹿 54 岩田 康誠前原 敏行氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 424 ―1：57．73 25．3

612 ナムラランボー 牡3鹿 56 国分 恭介奈村 信重氏 浜田多実雄 様似 林 時春 512 ―1：57．8� 109．5�
36 ガーデンタイム 牝3鹿 54 田中 健山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 佐藤 陽一 470 ―1：57．9	 120．7�
47 ダイメイホークス 牡3栗 56 幸 英明宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 546 ―1：58．53� 20．7
48 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 小林 徹弥松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 498 ―1：58．6� 137．3�
24 メイショウエゾホシ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 524 ―1：58．7	 21．2�
611 シャトレーヌ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：58．91� 24．2�
816 ジューンフォルテ 牡3鹿 56

54 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 446 ―1：59．53� 165．8�
713 ヤマカツトップガン 牡3鹿 56 松山 弘平�駒秀 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 490 ―1：59．92 13．9�
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売 得 金
単勝： 21，329，700円 複勝： 31，582，700円 枠連： 13，994，400円
馬連： 41，407，300円 馬単： 23，531，600円 ワイド： 24，965，200円
3連複： 54，998，400円 3連単： 75，395，200円 計： 287，204，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 170円 � 200円 枠 連（1－3） 980円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 580円 �� 520円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 13，280円

票 数

単勝票数 計 213297 的中 � 37052（2番人気）
複勝票数 計 315827 的中 � 54898（2番人気）� 48006（3番人気）� 38447（4番人気）
枠連票数 計 139944 的中 （1－3） 10981（3番人気）
馬連票数 計 414073 的中 �� 21243（4番人気）
馬単票数 計 235316 的中 �� 6164（9番人気）
ワイド票数 計 249652 的中 �� 10973（5番人気）�� 12578（4番人気）�� 8687（7番人気）
3連複票数 計 549984 的中 ��� 14834（5番人気）
3連単票数 計 753952 的中 ��� 4114（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．6―51．1―1：03．8―1：16．3―1：29．1―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダースペリオル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2013．3．25生 牡3鹿 母 バ レ リ ア ン 母母 カネヤマシカダ 1戦1勝 賞金 6，000，000円

第２回 京都競馬 第３日



04027 2月6日 晴 良 （28京都2）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 レッドヴェルサス 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B504＋ 21：25．5 1．6�
510 アテンフェスタ 牡3栗 56 川田 将雅河村 �平氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476－ 4 〃 クビ 3．6�
36 ヴ ェ ゼ ー ル 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 536± 01：26．24 9．1�
48 クリノサンレオ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438± 01：27．26 19．9�
713 セフティバレンチノ 牡3黒鹿56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 480－ 2 〃 クビ 201．7	
35 セイヴァイタル 牡3栗 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 446－ 61：27．51� 54．5

816 ダンツチェック 牝3鹿 54 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 486－ 41：27．6クビ 172．4�
612 ブ ボ ナ 牝3黒鹿54 太宰 啓介杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 462－ 21：27．7� 347．0�
24 コウザンアプローチ 牡3鹿 56 池添 謙一山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 506＋ 61：28．33� 11．7
714 カジッタリンゴ 牝3青鹿54 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 三枝牧場 414－ 21：28．51� 266．8�
12 スーサンブルース 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 468＋161：28．6� 70．3�
611 ピ ポ パ ポ 牝3栗 54 岩田 康誠佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 競優牧場 422－ 61：28．81 105．6�
11 エイシンシシオウ 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 506＋ 41：28．9� 28．4�
23 セルリアンシリウス 牡3鹿 56 藤懸 貴志�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 488＋121：29．43 353．3�
815 タマモアッパレ 牡3鹿 56 藤岡 康太タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 曾我 博 434± 0 〃 アタマ 39．9�
59 ニ シ カ ゼ 牡3鹿 56 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 B472＋ 61：33．7大差 296．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，020，600円 複勝： 122，658，800円 枠連： 16，989，700円
馬連： 59，454，600円 馬単： 44，886，400円 ワイド： 37，537，700円
3連複： 83，649，800円 3連単： 161，337，300円 計： 555，534，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 100円 � 100円 � 150円 枠 連（4－5） 180円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 130円 �� 240円 �� 320円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 990円

票 数

単勝票数 計 290206 的中 � 140844（1番人気）
複勝票数 計1226588 的中 � 904295（1番人気）� 155544（2番人気）� 42286（3番人気）
枠連票数 計 169897 的中 （4－5） 69583（1番人気）
馬連票数 計 594546 的中 �� 229090（1番人気）
馬単票数 計 448864 的中 �� 135557（1番人気）
ワイド票数 計 375377 的中 �� 103490（1番人気）�� 33618（2番人気）�� 22309（4番人気）
3連複票数 計 836498 的中 ��� 136523（1番人気）
3連単票数 計1613373 的中 ��� 117598（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―12．2―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．4―47．6―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴェルサス �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2015．6．28 阪神2着

2013．5．16生 牡3鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out 9戦1勝 賞金 13，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシカゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月6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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シェヴェルニー号・ナムラモンロー号・ビバラビダ号・フュテール号

04028 2月6日 晴 良 （28京都2）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 � ゴルゴバローズ 牡3鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden
Brook Farm 514＋ 41：12．0 2．8�

611 コウエイエンブレム 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 514－ 41：12．42� 2．8�
35 ヒナワジュウ 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 谷岡スタット 544－ 41：12．93 30．5�
47 デピュティスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 476－ 21：13．11	 17．6�
713 チ ャ ー ム 牝3栗 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 41：13．31	 14．2�
36 ナムラミラクル 牡3芦 56 藤岡 康太奈村 信重氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 476＋ 21：13．51	 17．0�
12 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿54 小牧 太松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 434＋ 61：13．71	 14．1	
59 メイショウミラコロ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 512＋ 4 〃 クビ 27．4

612 ブンブンブラウ 牝3鹿 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 438＋ 61：13．8クビ 124．5�
816 クインズカリナン 牝3鹿 54 岩田 康誠 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 谷藤 弘美 440± 0 〃 アタマ 40．5
24 シゲルオキサワラ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 452－ 2 〃 ハナ 108．4�
48 ウインクレド 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 464＋ 2 〃 クビ 8．8�
714 マザックヤース 牝3鹿 54 松田 大作山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 430－ 21：14．01 179．7�
23 プレゼンスブルー 牝3黒鹿54 松若 風馬 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 428＋ 21：14．63� 37．6�
815 シゲルクロマグロ 牡3黒鹿 56

54 △
島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 512± 01：15．23� 52．5�
510 タマモスズラン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 446－ 41：15．41� 73．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，084，300円 複勝： 47，001，300円 枠連： 17，246，400円
馬連： 61，315，400円 馬単： 31，944，700円 ワイド： 41，406，100円
3連複： 89，449，100円 3連単： 106，720，700円 計： 425，168，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 120円 � 510円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，830円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 15，020円

票 数

単勝票数 計 300843 的中 � 85681（1番人気）
複勝票数 計 470013 的中 � 96740（2番人気）� 137381（1番人気）� 13568（9番人気）
枠連票数 計 172464 的中 （1－6） 27987（1番人気）
馬連票数 計 613154 的中 �� 89571（1番人気）
馬単票数 計 319447 的中 �� 23307（1番人気）
ワイド票数 計 414061 的中 �� 52935（1番人気）�� 5102（22番人気）�� 9445（13番人気）
3連複票数 計 894491 的中 ��� 15631（8番人気）
3連単票数 計1067207 的中 ��� 5148（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴルゴバローズ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Meadowlake デビュー 2015．10．17 東京2着

2013．4．3生 牡3鹿 母 Molly Peaches 母母 Proper Dial 3戦2勝 賞金 15，000，000円
※クインズカリナン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04029 2月6日 晴 良 （28京都2）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

611 ミッキーグッドネス 牝3鹿 54 F．ヴェロン野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 400＋ 21：48．7 5．5�
（仏）

510 エンジェルフェイス 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 498－ 21：48．8� 2．2�
12 トウカイシェーン 牝3栗 54 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 444－ 4 〃 クビ 31．6�
815 フライングレディ 牝3黒鹿54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 422－ 41：48．9クビ 14．9�
713 ミエノサクシード 牝3栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 448－ 21：49．11� 22．7�
11 ジャジャウマガール 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 454＋ 4 〃 クビ 67．0	
36 テ ラ ノ ヴ ァ 牝3芦 54 M．デムーロ 
社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480＋ 41：49．52� 3．3�
47 イリデッセンス 牝3黒鹿54 D．バルジュー 
シルクレーシング 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：49．6クビ 14．6�
（伊）

816 ソプラノムーン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 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 480＋ 6 〃 クビ 246．4

35 マダムアルディ 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也
髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 428－ 81：49．7クビ 27．3�

612 レッドディオーサ 牝3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 458± 0 〃 クビ 37．7�
24 メモリーサクセス 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 466－ 61：50．23 167．0�
48 ポケットチャーリー 牝3栗 54 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 石橋 守 千歳 社台ファーム 430＋ 6 〃 クビ 41．9�
23 フェアウェルローズ 牝3栗 54 藤懸 貴志吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 456－ 41：50．41� 253．7�
59 オ オ オ ク 牝3鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 中竹 和也 新冠 有限会社 大

作ステーブル 428－121：50．72 233．8�
714 テイエムハナマル 牝3鹿 54 松田 大作竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 494－141：52．310 313．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，100，000円 複勝： 54，858，800円 枠連： 16，542，300円
馬連： 70，215，800円 馬単： 37，984，500円 ワイド： 44，982，200円
3連複： 97，786，700円 3連単： 141，440，900円 計： 495，911，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 110円 � 480円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，210円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 25，590円

票 数

単勝票数 計 321000 的中 � 45913（3番人気）
複勝票数 計 548588 的中 � 71126（3番人気）� 191835（1番人気）� 17482（8番人気）
枠連票数 計 165423 的中 （5－6） 20760（2番人気）
馬連票数 計 702158 的中 �� 82456（2番人気）
馬単票数 計 379845 的中 �� 17685（4番人気）
ワイド票数 計 449822 的中 �� 47493（2番人気）�� 4638（22番人気）�� 13122（8番人気）
3連複票数 計 977867 的中 ��� 15550（13番人気）
3連単票数 計1414409 的中 ��� 4006（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．0―48．2―1：00．7―1：13．4―1：25．4―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．3
3 2，10，7（8，12）（3，16，11）（6，15）1（4，9）13－5－14 4 ・（2，10，12）（7，8，11）（3，16，15）（1，13）6（4，9）5－14

勝馬の
紹 介

ミッキーグッドネス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．1．24 京都2着

2013．5．28生 牝3鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 トウカイシェーン号の騎手田中健は，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。

04030 2月6日 晴 良 （28京都2）第3日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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

714 シ ョ パ ン 牡3黒鹿56 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464－121：35．2 5．0�
510 ステファンバローズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 470＋16 〃 アタマ 11．3�
11 フェザリータッチ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446＋12 〃 クビ 6．3�
47 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 470－ 41：35．52 57．4�
36 ブラボーリリック 牝3芦 54 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 456－ 2 〃 アタマ 15．9�
23 グランプリアクセル 牡3鹿 56 池添 謙一	グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B480± 01：35．6クビ 19．3

12 ツースターク 牝3鹿 54 国分 恭介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 444＋ 41：35．81� 306．6�
59 	 オ リ ヒ メ 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 448± 01：35．9
 1．9�

24 センショウレイナ 牝3鹿 54 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 468－121：36．22 16．8
612 シュネルギア 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 432－ 81：36．52 26．2�
611 サ ン キ ュ ー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス	 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 498＋ 21：36．6
 496．3�
35 カ ソ ク 牝3鹿 54 秋山真一郎芹澤 精一氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 464－16 〃 ハナ 63．5�
713 ナンヨートゥループ 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太中村 德也氏 西村 真幸 新冠 村上 欽哉 458－ 21：36．7
 231．5�
48 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 460－ 21：36．91
 476．9�
815 トウシンスパーク 牡3黒鹿 56

54 △�島 克駿	サトー 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド 406－ 61：37．1� 57．9�
816 ペガサスバローズ 牡3栗 56 F．ヴェロン猪熊 広次氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 440＋ 41：37．52
 67．4�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，726，700円 複勝： 61，351，000円 枠連： 17，363，400円
馬連： 67，365，200円 馬単： 38，355，900円 ワイド： 43，115，000円
3連複： 90，130，200円 3連単： 124，865，700円 計： 479，273，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 340円 � 240円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 720円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 30，600円

票 数

単勝票数 計 367267 的中 � 58081（2番人気）
複勝票数 計 613510 的中 � 71389（2番人気）� 43756（4番人気）� 71029（3番人気）
枠連票数 計 173634 的中 （5－7） 29764（1番人気）
馬連票数 計 673652 的中 �� 15797（10番人気）
馬単票数 計 383559 的中 �� 5688（17番人気）
ワイド票数 計 431150 的中 �� 10128（10番人気）�� 15632（7番人気）�� 14077（9番人気）
3連複票数 計 901302 的中 ��� 11815（18番人気）
3連単票数 計1248657 的中 ��� 2958（89番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．6―12．2―12．1―12．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．4―47．6―59．7―1：12．0―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ョ パ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．12．20 阪神5着

2013．4．23生 牡3黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 オリヒメ号の騎手浜中俊は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

センショウレイナ号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番・11
番・15番・16番）

※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） 1頭 ヒルノサルバドール号
（非抽選馬） 3頭 ウイングフィールド号・ネオヴァンプアップ号・ユーキホープ号
※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。



04031 2月6日 晴 良 （28京都2）第3日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

89 ウインユニファイド 牡4黒鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 518＋ 22：00．7 1．5�
78 � リゼコーフィー 牡5黒鹿57 岩田 康誠飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 494＋30 〃 クビ 16．2�
33 キングルアウ 牡4鹿 56 北村 友一 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B496－ 22：00．8クビ 7．0�
44 シルバーソード 牡4鹿 56 松田 大作�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 22：01．01� 14．3�
11 セフティーエムアイ 牡5鹿 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472± 02：01．53 13．6	
77 � ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57 菱田 裕二�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 490＋102：01．71� 20．1

810� サンレイフレンチ 牝5栗 55

53 △義 英真永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418± 02：02．02 107．3�
66 パープルパルピナ 牡5鹿 57 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 502＋ 42：02．21� 72．0�
55 シュバリエブラン 牡4芦 56

54 △加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 クビ 25．8
22 ニチドウリュンヌ 牡5青鹿57 F．ヴェロン山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 B480＋ 22：02．62� 7．1�

（仏）

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，821，500円 複勝： 74，700，500円 枠連： 14，221，900円
馬連： 53，282，700円 馬単： 39，582，400円 ワイド： 29，244，000円
3連複： 64，237，000円 3連単： 148，735，200円 計： 449，825，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 250円 � 150円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 500円 �� 190円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，300円

票 数

単勝票数 計 258215 的中 � 134493（1番人気）
複勝票数 計 747005 的中 � 552430（1番人気）� 19305（6番人気）� 46804（2番人気）
枠連票数 計 142219 的中 （7－8） 15938（4番人気）
馬連票数 計 532827 的中 �� 28022（5番人気）
馬単票数 計 395824 的中 �� 16767（6番人気）
ワイド票数 計 292440 的中 �� 13532（6番人気）�� 48205（1番人気）�� 5564（14番人気）
3連複票数 計 642370 的中 ��� 22135（7番人気）
3連単票数 計1487352 的中 ��� 12977（22番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．9―12．5―12．8―13．5―13．1―12．6―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．3―30．2―42．7―55．5―1：09．0―1：22．1―1：34．7―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインユニファイド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Gold Alert デビュー 2014．6．14 阪神10着

2012．4．25生 牡4黒鹿 母 ユーキャンドゥイット 母母 Royal Fit 19戦2勝 賞金 22，900，000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。

04032 2月6日 晴 良 （28京都2）第3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

11 パッシングブリーズ 牡5鹿 57 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476± 01：11．9 4．6�
59 エイシンカーニバル 牡4栗 57 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482± 01：12．11� 7．5�
816 ミカエルシチー 牡4鹿 57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 538－ 21：12．2� 2．5�
612 アラタマシャトル 牡5鹿 57 池添 謙一荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494＋ 61：12．3� 32．8�
23 ボストンビリーヴ 牝6栗 55 松田 大作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 468－ 21：12．4� 40．7�
48 ドリームジェダイ 牡7栗 57

56 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 484＋ 7 〃 クビ 121．0	
35 ミトノゴールド 牡4栗 57 古川 吉洋ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B492－ 21：12．5� 11．4

12 ライムチェイサー 牡4鹿 57 小牧 太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 482＋221：12．6� 25．1�
714 サンマルメジャール 牝4鹿 55 菱田 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 460＋ 61：12．7� 35．8�
36 セイジャッカル 牡4鹿 57 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 468－ 2 〃 ハナ 47．4
510 メイショウカフウ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 490＋161：13．12� 48．3�
815 エイシンファイヤー 牡4鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 498＋ 41：13．41� 6．3�
713 ト キ ワ 牝4鹿 55

53 △加藤 祥太田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 466＋ 6 〃 クビ 40．0�
24 	 トーホウハンター 牡4栗 57

55 △義 英真東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 496－131：13．61 68．9�
47 ブルーフラッシュ 
5芦 57 F．ヴェロン桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 460＋ 81：14．34 18．2�

（仏）

（15頭）
611 サトノハーデス 牡4鹿 57

55 △城戸 義政里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，006，300円 複勝： 47，808，300円 枠連： 24，519，900円
馬連： 78，119，000円 馬単： 37，986，000円 ワイド： 48，872，800円
3連複： 108，263，500円 3連単： 142，665，000円 計： 520，240，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 230円 � 130円 枠 連（1－5） 1，420円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 700円 �� 280円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 14，530円

票 数

単勝票数 差引計 320063（返還計 1786） 的中 � 54831（2番人気）
複勝票数 差引計 478083（返還計 3333） 的中 � 82622（2番人気）� 41007（4番人気）� 119583（1番人気）
枠連票数 差引計 245199（返還計 174） 的中 （1－5） 13368（5番人気）
馬連票数 差引計 781190（返還計 9933） 的中 �� 27295（7番人気）
馬単票数 差引計 379860（返還計 5396） 的中 �� 7208（11番人気）
ワイド票数 差引計 488728（返還計 8365） 的中 �� 16590（6番人気）�� 49292（1番人気）�� 21222（4番人気）
3連複票数 差引計1082635（返還計 25690） 的中 ��� 39671（3番人気）
3連単票数 差引計1426650（返還計 29552） 的中 ��� 7118（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッシングブリーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．13 京都1着

2011．5．15生 牡5鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ 29戦3勝 賞金 45，420，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 サトノハーデス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左中足骨開放骨折〕を発症したため競走除
外。なお，同馬は予後不良。発走時刻12分遅延。

※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 カシノトラダマシイ号・プラセンタ号
※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。



04033 2月6日 曇 良 （28京都2）第3日 第9競走 ��
��1，600�

き づ が わ

木 津 川 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，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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

813 ティーエスネオ 牡5芦 57 池添 謙一田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 526＋ 21：34．5 6．7�
68 ショウボート 牡4栗 57 M．デムーロ馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 41：34．71� 3．2�
44 サウンドアプローズ 牡4黒鹿57 武 豊増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 492± 01：34．91� 4．1�
22 アサクサティアラ 牝6青鹿55 岩田 康誠田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 15．3�
57 アドマイヤライン 牡6青鹿57 菱田 裕二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 ハナ 47．8�
69 ベアトリッツ 牝6鹿 55 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 444－ 41：35．0	 47．2	
11 ナインテイルズ 牡5栗 57 D．バルジュー 岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 486－ 2 〃 アタマ 51．7


（伊）

812 タガノカムイ 牡4栗 57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468－ 21：35．1
 8．3�

711 ウェスタールンド 牡4栗 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 5．8
56 サ ン ダ ラ ス 牡5栗 57 竹之下智昭加藤 信之氏 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 494－ 81：35．31� 51．1�
33 トウショウピスト 牡4鹿 57 武 幸四郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋141：35．72	 17．5�
45 ダンツクロノス �6鹿 57 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 522＋ 21：35．8	 171．3�
710 バ ン ザ イ 牡7栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 502－ 61：35．9	 17．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，333，300円 複勝： 74，476，100円 枠連： 26，018，300円
馬連： 116，451，200円 馬単： 55，828，700円 ワイド： 62，484，300円
3連複： 152，507，100円 3連単： 223，273，600円 計： 753，372，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 130円 � 140円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 420円 �� 480円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 8，930円

票 数

単勝票数 計 423333 的中 � 49923（4番人気）
複勝票数 計 744761 的中 � 90205（4番人気）� 174816（1番人気）� 135080（2番人気）
枠連票数 計 260183 的中 （6－8） 32443（1番人気）
馬連票数 計1164512 的中 �� 68568（4番人気）
馬単票数 計 558287 的中 �� 14230（11番人気）
ワイド票数 計 624843 的中 �� 36857（3番人気）�� 31500（5番人気）�� 56001（1番人気）
3連複票数 計1525071 的中 ��� 81263（2番人気）
3連単票数 計2232736 的中 ��� 18125（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．7―59．9―1：11．5―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーエスネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2013．12．15 阪神6着

2011．4．14生 牡5芦 母 レイナワルツ 母母 レイナロバリー 23戦3勝 賞金 42，229，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時30分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04034 2月6日 曇 良 （28京都2）第3日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

811 レッドアヴァンセ 牝3黒鹿54 武 豊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442－ 21：36．2 2．3�
33 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿54 菱田 裕二�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 458－ 41：36．41� 19．4�
79 ワントゥワン 牝3黒鹿54 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430± 01：36．5	 5．7�
11 
 エルフィンコーブ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

502＋ 81：36．6	 12．3�
78 クリノラホール 牝3芦 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 438－ 21：36．7	 45．8�
66 タガノヴィアーレ 牝3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 2 〃 クビ 21．2	
44 リ セ エ ン ヌ 牝3青鹿54 浜中 俊吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416± 01：36．8クビ 10．4

67 エールデュレーヴ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 クビ 8．5�
55 メジャータイフーン 牝3栗 54 池添 謙一林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 490＋201：37．01	 31．6
22 ポッドクヒオ 牝3栗 54 D．バルジュー 小川眞査雄氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 クビ 63．1�

（伊）

810 アオイプリンセス 牝3鹿 54 M．デムーロ新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 442± 01：38．48 5．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 87，088，100円 複勝： 121，067，100円 枠連： 32，693，000円
馬連： 189，906，700円 馬単： 93，484，700円 ワイド： 96，365，500円
3連複： 249，488，500円 3連単： 420，028，900円 計： 1，290，122，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 380円 � 180円 枠 連（3－8） 2，070円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 300円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 29，490円

票 数

単勝票数 計 870881 的中 � 292427（1番人気）
複勝票数 計1210671 的中 � 398298（1番人気）� 52400（8番人気）� 158630（3番人気）
枠連票数 計 326930 的中 （3－8） 12204（7番人気）
馬連票数 計1899067 的中 �� 39567（14番人気）
馬単票数 計 934847 的中 �� 13431（18番人気）
ワイド票数 計 963655 的中 �� 21519（13番人気）�� 92899（2番人気）�� 13699（20番人気）
3連複票数 計2494885 的中 ��� 31856（17番人気）
3連単票数 計4200289 的中 ��� 10325（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．8―36．3―49．4―1：02．1―1：13．7―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアヴァンセ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．11．21 京都2着

2013．4．24生 牝3黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 4戦2勝 賞金 29，059，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※タガノヴィアーレ号は，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。



04035 2月6日 曇 良 （28京都2）第3日 第11競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

45 � ダブルスター 牡7栗 55 松山 弘平�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 508± 01：57．7 16．2�
813 トップディーヴォ 牡4鹿 54 川田 将雅�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 484－ 21：58．02 5．1�
711 サージェントバッジ 牡4黒鹿53 浜中 俊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496－ 21：58．42� 5．3�
812 ショウナンアポロン 牡6鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 古賀 史生 洞	湖 メジロ牧場 514－ 21：58．61
 9．3�
57 イースターパレード �7栗 55 幸 英明�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 518＋ 8 〃 クビ 5．9	
11 シンゼンレンジャー 牡7黒鹿53 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 510＋ 8 〃 アタマ 31．4

710 フォローハート 牝5黒鹿53 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 482＋161：58．7クビ 4．4�
56 ナリタポセイドン 牡7鹿 54 松田 大作�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 クビ 42．0�
69 メイショウソラーレ 牡6鹿 54 武 豊松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 500＋ 81：58．8クビ 25．3
44 スターバリオン 牡7芦 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 504＋ 6 〃 アタマ 64．9�
68 ミヤジタイガ 牡6鹿 55 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 514± 01：59．01
 6．0�
33 � オーブルチェフ 牡7栗 54 D．バルジュー 前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock

Holdings LLC B520± 02：00．59 87．4�
（伊）

22 トミケンユークアイ �7黒鹿54 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 490－ 22：01．13� 42．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 77，084，700円 複勝： 135，812，400円 枠連： 67，625，900円
馬連： 303，671，900円 馬単： 126，100，700円 ワイド： 132，353，900円
3連複： 429，321，700円 3連単： 643，728，500円 計： 1，915，699，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 350円 � 190円 � 200円 枠 連（4－8） 2，460円

馬 連 �� 4，910円 馬 単 �� 12，210円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，540円 �� 520円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 69，160円

票 数

単勝票数 計 770847 的中 � 37858（7番人気）
複勝票数 計1358124 的中 � 85423（7番人気）� 199716（2番人気）� 182671（5番人気）
枠連票数 計 676259 的中 （4－8） 21282（9番人気）
馬連票数 計3036719 的中 �� 47836（19番人気）
馬単票数 計1261007 的中 �� 7740（40番人気）
ワイド票数 計1323539 的中 �� 20789（20番人気）�� 21374（19番人気）�� 70201（2番人気）
3連複票数 計4293217 的中 ��� 44621（27番人気）
3連単票数 計6437285 的中 ��� 6748（219番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．8―18．1―29．8―42．7―55．4―1：08．2―1：20．8―1：33．1―1：45．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダブルスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2009．3．21生 牡7栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 28戦5勝 賞金 137，129，000円
地方デビュー 2011．6．29 門別 ［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 シンゼンレンジャー号の騎手池添謙一は，負傷のため川島信二に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04036 2月6日 曇 良 （28京都2）第3日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

710 メモリーシャルマン 牝7鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 518± 01：53．0 12．1�
68 � スリーアロー 牝5黒鹿55 藤岡 康太松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 81：53．1� 4．2�
812 ビ ス カ リ ア 牝4鹿 54 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：53．31 60．1�
22 サンタエヴィータ 牝5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 0 〃 ハナ 3．0�
711 ベルフィオーレ 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム B452－ 2 〃 アタマ 41．6	
813 モアニケアラ 牝4芦 54

52 △�島 克駿名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 464＋ 61：53．4クビ 7．2

57 パフュームボム 牝5鹿 55 浜中 俊飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482± 01：53．72 21．5�
69 ザ マ ン ダ 牝5青鹿55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 6 〃 アタマ 5．0�
33 フジインザスカイ 牝5鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 61：53．8	 65．6
11 マ ユ キ 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 486＋ 4 〃 クビ 19．4�
45 タガノスマイル 牝4鹿 54

52 △加藤 祥太八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B482＋10 〃 ハナ 22．1�

56 ウルティマミューズ 牝5鹿 55 武 豊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 464＋101：53．9	 15．4�
44 タ プ ロ ー ム 牝6鹿 55 荻野 琢真清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 512－ 61：54．96 204．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，716，400円 複勝： 83，695，300円 枠連： 40，883，100円
馬連： 156，513，900円 馬単： 69，401，100円 ワイド： 82，793，000円
3連複： 205，840，800円 3連単： 305，851，300円 計： 1，002，694，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 320円 � 180円 � 1，140円 枠 連（6－7） 1，350円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 690円 �� 6，660円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 24，830円 3 連 単 ��� 140，610円

票 数

単勝票数 計 577164 的中 � 38089（5番人気）
複勝票数 計 836953 的中 � 64818（5番人気）� 158795（2番人気）� 15022（12番人気）
枠連票数 計 408831 的中 （6－7） 23460（5番人気）
馬連票数 計1565139 的中 �� 60585（7番人気）
馬単票数 計 694011 的中 �� 9218（21番人気）
ワイド票数 計 827930 的中 �� 32653（7番人気）�� 3082（51番人気）�� 6474（35番人気）
3連複票数 計2058408 的中 ��� 6217（76番人気）
3連単票数 計3058513 的中 ��� 1577（446番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―13．2―13．1―12．3―12．9―13．0―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―37．1―50．2―1：02．5―1：15．4―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メモリーシャルマン �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 アーミジャー デビュー 2012．3．24 中京失格（9位）

2009．5．11生 牝7鹿 母 メモリージュエル 母母 バ ラ ワ キ 37戦4勝 賞金 69，734，000円



（28京都2）第3日 2月6日（土曜日） 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 170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

218，370，000円
8，200，000円
1，210，000円
22，350，000円
66，366，000円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
495，822，300円
896，600，600円
303，693，000円
1，248，331，400円
627，610，000円
677，881，100円
1，703，402，900円
2，594，305，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，547，647，200円

総入場人員 13，925名 （有料入場人員 13，196名）
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