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04061 2月12日 晴 重 （29京都2）第6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

612 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 486＋ 41：12．7 4．7�
11 シ ン カ イ 牡3栗 56 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 シンボリ牧場 496＋101：13．44 50．5�
35 エイドローン 牝3青鹿54 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 484＋ 21：13．71� 1．5�
59 ナムライーサン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 448＋ 21：13．91 59．6�
12 アラタマクリスエス 牝3鹿 54

52 △城戸 義政荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 438－ 41：14．0� 115．2�
611 スマートカペラ 牝3黒鹿54 松若 風馬大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 442＋ 21：14．53 96．4	
816 シゲルエゾシカ 牝3栗 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 450－ 21：14．71� 326．0

24 アズユーウィッシュ 牝3栗 54 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 41：14．91� 241．5�
23 メイショウクジャク 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 440－ 21：15．0� 26．1�
713 アスターワイルド 牡3鹿 56 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 木田牧場 480＋ 41：15．1� 31．5
48 ボクハチャーリー �3青鹿56 岩田 康誠原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470± 01：15．2� 20．2�
510 イ フ ェ メ ラ 牡3鹿 56 国分 恭介幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 大平牧場 474＋ 2 〃 クビ 9．0�
714 ピンクブリザード 牝3鹿 54 S．フォーリーワタナベホールディングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 21：16．05 28．6�

（愛）

815 グランフィーユ 牝3青 54 和田 竜二 �社台レースホース池添 学 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 4 〃 クビ 42．3�

36 ジ ェ ー ム ス 牡3鹿 56 
島 良太 �カナヤマホール
ディングス 藤沢 則雄 新ひだか へいはた牧場 464＋ 41：16．31� 49．6�

47 グラスオニオン 牡3黒鹿56 森 一馬薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 B510＋ 81：17．78 249．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，184，800円 複勝： 95，851，500円 枠連： 11，583，200円
馬連： 46，383，900円 馬単： 33，060，200円 ワイド： 32，374，600円
3連複： 71，751，500円 3連単： 117，513，500円 計： 433，703，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 500円 � 110円 枠 連（1－6） 7，870円

馬 連 �� 8，910円 馬 単 �� 14，570円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 200円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 28，360円

票 数

単勝票数 計 251848 的中 � 42776（2番人気）
複勝票数 計 958515 的中 � 55766（2番人気）� 8566（9番人気）� 757135（1番人気）
枠連票数 計 115832 的中 （1－6） 1140（14番人気）
馬連票数 計 463839 的中 �� 4034（19番人気）
馬単票数 計 330602 的中 �� 1701（30番人気）
ワイド票数 計 323746 的中 �� 3697（19番人気）�� 53373（1番人気）�� 8078（10番人気）
3連複票数 計 717515 的中 ��� 20778（8番人気）
3連単票数 計1175135 的中 ��� 3004（79番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―12．6―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．1―36．4―49．0―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアリソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．9生 牡3黒鹿 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 3戦1勝 賞金 6，100，000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〕 グラスオニオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月12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 オンワードミシガン号
※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。

04062 2月12日 晴 重 （29京都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

11 ナムラカブト 牡3黒鹿56 M．デムーロ奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 498－ 41：52．1 5．5�
814 シンギュラリティ 牡3鹿 56 R．ムーア 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 490－ 81：52．63 2．6�

（英）

34 ダノンケンリュウ 牡3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 478＋121：52．91� 15．8�
22 アウラマイスター 牡3鹿 56 幸 英明岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 508－ 81：53．22 11．0�
610 コ エ レ 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 462＋ 21：53．73 23．9�
58 メイショウハチク 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 466＋ 41：53．91 2．6	
46 ワイルドソング 牡3鹿 56 岩田 康誠西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 540＋20 〃 アタマ 25．7

57 モードザナゲット 牝3黒鹿54 S．フォーリー 竹本いずみ氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 502－ 61：54．53� 26．1�

（愛）

712 ゲットグローリー 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 41：55．35 79．7�

45 ビーソニック 牡3鹿 56
53 ▲森 裕太朗馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 有限会社

松田牧場 452± 01：55．83 72．2
69 ヤマニンレナータ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 466± 01：56．86 271．9�
711 ハッピーパーティー 牝3芦 54

53 ☆義 英真田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 442－ 41：57．54 110．6�
813 バトルセキトバ 牡3栗 56 熊沢 重文宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 514± 01：57．6� 152．9�
33 タマモパレード �3栗 56

54 △城戸 義政タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 432－ 4 〃 クビ 481．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，292，200円 複勝： 30，596，800円 枠連： 12，213，700円
馬連： 51，944，800円 馬単： 26，479，800円 ワイド： 32，720，600円
3連複： 72，294，300円 3連単： 100，800，500円 計： 352，342，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 130円 � 330円 枠 連（1－8） 630円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，230円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 17，900円

票 数

単勝票数 計 252922 的中 � 36202（3番人気）
複勝票数 計 305968 的中 � 49801（3番人気）� 77299（1番人気）� 16747（6番人気）
枠連票数 計 122137 的中 （1－8） 14956（2番人気）
馬連票数 計 519448 的中 �� 59103（2番人気）
馬単票数 計 264798 的中 �� 12168（5番人気）
ワイド票数 計 327206 的中 �� 33492（2番人気）�� 6209（15番人気）�� 9408（9番人気）
3連複票数 計 722943 的中 ��� 16329（10番人気）
3連単票数 計1008005 的中 ��� 4081（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．1―36．5―49．4―1：02．5―1：15．4―1：27．7―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラカブト �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都13着

2014．4．11生 牡3黒鹿 母 ナムラナデシコ 母母 タイキミステリー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーパーティー号・バトルセキトバ号・タマモパレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年3月12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６日



04063 2月12日 晴 重 （29京都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）

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

23 ヤマニンアンプリメ 牝3鹿 54 小牧 太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 454＋ 21：24．9 7．5�
815 ヤ サ シ サ 牝3鹿 54 S．フォーリー 佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 482－121：25．11� 6．9�

（愛）

12 ピ カ ロ 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 442＋ 41：25．31� 45．5�

24 クルークハイト 牝3芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 446－ 21：25．4� 3．5�
611 エイシンルジーナ 牝3黒鹿54 M．デムーロ�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 510＋ 41：25．5� 3．2	
48 メイショウツムギ 牝3栗 54 国分 恭介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 450＋ 61：26．13� 29．3

35 タマモブローチ 牝3青鹿54 池添 謙一タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 436＋ 61：26．31� 15．5�
36 バンダイクブラウン 牝3栗 54 岩田 康誠松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 466－ 41：26．83 8．1�
510 ベルエシャンス 牝3黒鹿54 幸 英明新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 446－ 81：27．54 192．3
714 ダブルミステリー 牝3栗 54 浜中 俊西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 436± 0 〃 アタマ 11．5�
713 アンドシングズ 牝3黒鹿54 和田 竜二諸江 幸祐氏 平田 修 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 ハナ 234．1�
47 タンバレジーナ 牝3黒鹿54 武 幸四郎荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 山際 辰夫 430－121：28．03 89．1�
816 スカイリモーネ 牝3鹿 54 �島 良太岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 市川牧場 442± 01：28．1クビ 88．0�
11 ラブリーミリアン 牝3黒鹿54 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 426－ 61：28．2� 153．3�
612 メイショウアキヅキ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 436－ 21：28．41� 194．9�
59 シエルブラン 牝3栗 54 竹之下智昭金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 440± 01：29．03� 148．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，243，500円 複勝： 41，495，600円 枠連： 15，919，100円
馬連： 56，818，800円 馬単： 26，520，300円 ワイド： 37，903，800円
3連複： 84，681，600円 3連単： 99，303，100円 計： 389，885，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 260円 � 790円 枠 連（2－8） 810円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，380円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 25，290円 3 連 単 ��� 119，790円

票 数

単勝票数 計 272435 的中 � 28990（4番人気）
複勝票数 計 414956 的中 � 46605（3番人気）� 45950（4番人気）� 11544（9番人気）
枠連票数 計 159191 的中 （2－8） 15066（3番人気）
馬連票数 計 568188 的中 �� 14628（12番人気）
馬単票数 計 265203 的中 �� 3374（25番人気）
ワイド票数 計 379038 的中 �� 10106（12番人気）�� 4062（28番人気）�� 2404（32番人気）
3連複票数 計 846816 的中 ��� 2511（62番人気）
3連単票数 計 993031 的中 ��� 601（322番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．0―46．9―59．4―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（6，15）（3，14）11，5（4，8，16）－2－13，1－7，10，9－12 4 15（6，3）（14，11）（5，4）8，2，16－1，13－7，10＝（12，9）

勝馬の
紹 介

ヤマニンアンプリメ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．1 阪神中止

2014．4．5生 牝3鹿 母 ヤマニンエリプス 母母 ヤマニンペニー 5戦1勝 賞金 6，250，000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。

04064 2月12日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （29京都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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

22 シャイニーダスト 牡4鹿 59 石神 深一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 502＋ 43：23．2 3．5�
44 ミュートエアー 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 460－ 43：23．51� 72．4�
810 リバーソウル 牡6黒鹿60 中村 将之林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480＋ 23：24．24 8．3�
89 ユウキビバワンダー �4栗 59 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 520－ 63：24．52 5．1�
55 � シゲルクロカジキ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 510± 03：25．35 17．8�
77 	 セプティエーム 牡5芦 60 平沢 健治吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

500＋10 〃 クビ 15．0�
66 � キ ヨ マ サ 牡5黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 488－ 23：26．25 86．8	
78 � ハイイノベーション 牡5栗 60 林 満明服部 新平氏 坪 憲章 浦河 
川フアーム 480－ 83：29．1大差 164．1

33 メイショウナルト �9鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 466－ 23：30．69 1．9�

（9頭）
11 アルファヴィル 牡4芦 59 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 462± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，884，000円 複勝： 18，565，400円 枠連： 9，150，600円
馬連： 31，885，000円 馬単： 23，917，800円 ワイド： 17，986，200円
3連複： 45，984，100円 3連単： 93，684，200円 計： 262，057，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 780円 � 280円 枠 連（2－4） 8，390円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 11，440円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 620円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 17，070円 3 連 単 ��� 107，980円

票 数

単勝票数 差引計 208840（返還計 1334） 的中 � 47306（2番人気）
複勝票数 差引計 185654（返還計 1702） 的中 � 35269（2番人気）� 4868（7番人気）� 16772（4番人気）
枠連票数 差引計 91506（返還計 2270） 的中 （2－4） 845（16番人気）
馬連票数 差引計 318850（返還計 7258） 的中 �� 3229（18番人気）
馬単票数 差引計 239178（返還計 5083） 的中 �� 1568（29番人気）
ワイド票数 差引計 179862（返還計 5445） 的中 �� 2585（17番人気）�� 7905（6番人気）�� 1745（20番人気）
3連複票数 差引計 459841（返還計 23642） 的中 ��� 2020（34番人気）
3連単票数 差引計 936842（返還計 37658） 的中 ��� 629（183番人気）
上り 1マイル 1：51．9 4F 54．5－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーダスト �

父 ディープインパクト �


母父 サクラユタカオー デビュー 2015．11．22 京都7着

2013．2．15生 牡4鹿 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走除外〕 アルファヴィル号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 メイショウナルト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウナルト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月12日まで出走できない。



04065 2月12日 晴 稍重 （29京都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

12 � ゴールドハット 牡3黒鹿56 R．ムーア 合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 418＋ 41：35．9 2．0�
（英）

11 ナオアンドユリ 牝3青鹿54 M．デムーロ松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464± 01：36．75 13．6�
815 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462＋ 6 〃 ハナ 11．2�
24 � ソニックアロー 牡3栗 56 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

518＋ 61：36．8� 21．1�
23 アルマローラン 牡3鹿 56 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 452－ 81：36．9クビ 4．1�
36 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54 	島 良太�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 476－ 6 〃 ハナ 142．1	
714 ルックアットミー 牝3鹿 54 川島 信二髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 460－ 61：37．11 19．8

816 バ ー ボ ネ ラ 牝3栗 54 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 426－ 61：37．41� 83．7�
510 スズカアカデミー 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 484± 01：37．5
 33．3�
713 ラインジェット 牡3黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442－ 41：37．6
 119．4
611 ノーティインパクト 牡3栗 56 国分 恭介小関 昭次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 430－ 21：37．7� 330．3�
48 マッシヴエレガンス 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 466－ 2 〃 ハナ 142．5�
612 ディストワセブン 牡3黒鹿56 小牧 太�岡 隆氏 作田 誠二 浦河 中村 雅明 464＋ 4 〃 クビ 234．5�
59 ファンシーアモン 牝3鹿 54 太宰 啓介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 472－ 4 〃 ハナ 14．2�
47 パッションチカ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 428－ 8 〃 ハナ 70．0�
35 クレアチェイス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 420－121：37．91
 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，666，700円 複勝： 44，955，600円 枠連： 17，752，800円
馬連： 63，164，400円 馬単： 32，754，400円 ワイド： 40，377，500円
3連複： 90，972，800円 3連単： 125，479，100円 計： 448，123，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 280円 � 230円 枠 連（1－1） 1，310円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 550円 �� 510円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 12，450円

票 数

単勝票数 計 326667 的中 � 125091（1番人気）
複勝票数 計 449556 的中 � 128199（1番人気）� 31636（5番人気）� 41860（4番人気）
枠連票数 計 177528 的中 （1－1） 10452（6番人気）
馬連票数 計 631644 的中 �� 33739（5番人気）
馬単票数 計 327544 的中 �� 15024（5番人気）
ワイド票数 計 403775 的中 �� 19202（5番人気）�� 21180（3番人気）�� 5925（19番人気）
3連複票数 計 909728 的中 ��� 16381（11番人気）
3連単票数 計1254791 的中 ��� 7307（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．8―12．1―12．3―12．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―46．8―58．9―1：11．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 10＝6－4，16（2，8，15）（13，12，9）（7，14）（1，11）（5，3） 4 10－6，4－（2，16）－8，15，9（13，14，3）（1，12，7）11，5

勝馬の
紹 介

�ゴールドハット �
�
父 Hat Trick �

�
母父 Rahy デビュー 2017．1．22 中京2着

2014．3．8生 牡3黒鹿 母 Patti O’Rahy 母母 Fun House 2戦1勝 賞金 7，400，000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。
（非当選馬） 1頭 マイネルプラヌール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04066 2月12日 晴 稍重 （29京都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

24 テーオーフォルテ 牡3鹿 56
54 △城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 514 ―1：51．0 8．8�

816 ハートクレスト 牝3鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 436 ―1：51．1� 23．0�
23 � ソレイユドパリ 牡3栗 56 R．ムーア 吉田 千津氏 堀 宣行 米 Stone Farm 524 ―1：51．2	 1．7�

（英）

59 クリノハプスブルク 牡3鹿 56 佐久間寛志栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 青森 諏訪牧場 442 ―1：51．83	 202．8�
714� ス カ イ フ 牝3鹿 54 S．フォーリー 吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mr Hubert

Honore 454 ― 〃 ハナ 11．5�
（愛）

48 エールミニョン 牝3鹿 54
53 ☆義 英真佐伯由加理氏 平田 修 日高 下河辺牧場 440 ―1：52．01	 154．3	

713 テイエムキャラバン 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 486 ―1：52．1クビ 112．9

36 スズカホワイト 牡3芦 56 岡田 祥嗣永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 510 ―1：52．31
 18．9�
35 ショウナンパルミラ 牡3黒鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 木村牧場 494 ―1：52．4	 75．9�
11 レッドラーザム 牡3鹿 56 松若 風馬 東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 クビ 16．9�
12 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿56 川島 信二宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482 ―1：52．61
 38．0�
510 トウケイムスタング 牡3青鹿56 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新冠 若林牧場 466 ― 〃 クビ 31．3�
611 メイショウワンモア 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 470 ―1：53．45 6．9�
47 オースミメテオール 牡3黒鹿56 岩田 康誠オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 556 ― 〃 クビ 17．9�
612 ザッツアモーレ 牡3栗 56 �島 良太幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 520 ―1：53．5クビ 77．6�
815 リリーハッピー 牝3鹿 54 池添 謙一土井 孝夫氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446 ―1：53．71
 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，641，800円 複勝： 35，933，100円 枠連： 16，746，000円
馬連： 56，258，600円 馬単： 33，569，200円 ワイド： 35，856，900円
3連複： 72，116，600円 3連単： 98，891，400円 計： 379，013，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 220円 � 380円 � 120円 枠 連（2－8） 770円

馬 連 �� 10，920円 馬 単 �� 19，880円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 360円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 74，370円

票 数

単勝票数 計 296418 的中 � 26877（3番人気）
複勝票数 計 359331 的中 � 34354（3番人気）� 16874（8番人気）� 116827（1番人気）
枠連票数 計 167460 的中 （2－8） 16783（3番人気）
馬連票数 計 562586 的中 �� 3990（33番人気）
馬単票数 計 335692 的中 �� 1266（50番人気）
ワイド票数 計 358569 的中 �� 3176（31番人気）�� 28742（2番人気）�� 10972（7番人気）
3連複票数 計 721166 的中 ��� 9209（17番人気）
3連単票数 計 988914 的中 ��� 964（204番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．1―13．2―12．6―12．7―12．1―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．4―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．0―1：39．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーフォルテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2014．3．15生 牡3鹿 母 グッデーコパ 母母 ウェディングオーク 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ハートクレスト号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ハートクレスト号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アトロポス号・エイシンクリッパー号・エクレアスパークル号・サーワシントン号・シェアザモーメント号・

ストリートレックス号・ナリタプレジデント号・ハルノヒダマリ号・ミエノブルーハワイ号・レッドジュラーレ号
※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12日 晴 重 （29京都2）第6日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

77 ガ ン コ 牡4青鹿56 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 488＋ 81：59．0 21．1�
55 ソリティール 牡4栗 56 R．ムーア �G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 61：59．42� 1．9�
（英）

66 サトノスーペリア �6黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 480＋ 21：59．5クビ 3．6�
44 スマイルフォース 牡5鹿 57 S．フォーリー 上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 466－ 42：00．03 29．0�

（愛）

33 ショウナンバローネ 牡5鹿 57 川田 将雅国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 522＋222：00．1� 5．0�
89 トウケイフクキタル 牡4栗 56 幸 英明木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 482－ 42：00．31� 14．7	
22 スマートガイア �5鹿 57 高田 潤大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B466－122：00．51	 35．7

810 ポルトボナール 牡5黒鹿57 岩田 康誠後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 B486－ 42：00．92� 30．0�
11 インザサイレンス 牡4芦 56

54 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 476＋182：02．510 25．2�
78 メイショウクオン 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 526＋16 （競走中止） 37．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，517，000円 複勝： 54，040，900円 枠連： 11，544，100円
馬連： 59，005，400円 馬単： 39，026，700円 ワイド： 34，969，500円
3連複： 75，088，400円 3連単： 158，677，400円 計： 462，869，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 220円 � 110円 � 120円 枠 連（5－7） 1，260円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 410円 �� 810円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 21，070円

票 数

単勝票数 計 305170 的中 � 11546（5番人気）
複勝票数 計 540409 的中 � 25412（5番人気）� 304016（1番人気）� 74143（2番人気）
枠連票数 計 115441 的中 （5－7） 7045（5番人気）
馬連票数 計 590054 的中 �� 29772（5番人気）
馬単票数 計 390267 的中 �� 5405（15番人気）
ワイド票数 計 349695 的中 �� 19278（5番人気）�� 8891（11番人気）�� 66729（1番人気）
3連複票数 計 750884 的中 ��� 38218（4番人気）
3連単票数 計1586774 的中 ��� 5458（65番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．5―12．2―12．5―12．6―12．7―12．9―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．5―31．0―43．2―55．7―1：08．3―1：21．0―1：33．9―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ン コ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．5 函館2着

2013．3．12生 牡4青鹿 母 シングアップロック 母母 アンティーケリー 16戦2勝 賞金 26，900，000円
〔競走中止〕 メイショウクオン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04068 2月12日 晴 重 （29京都2）第6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）

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

814 サンタエヴィータ 牝6栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋201：52．8 4．3�

11 ジュエルメーカー 牝5黒鹿55 M．デムーロ前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 502± 01：53．01 2．8�
813 エグランティーナ 牝5黒鹿55 S．フォーリー 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 536－ 6 〃 クビ 35．2�

（愛）

712 モアニケアラ 牝5芦 55 池添 謙一名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478＋201：53．1� 7．5�
45 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55 和田 竜二 �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 458＋ 4 〃 クビ 7．7	
22 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482± 01：53．2クビ 45．2


610 マーブルケーキ 牝6白 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 33．4�

711 アグネスアーニャ 牝5鹿 55 松若 風馬畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 488－ 61：53．62� 123．3�
57 クリッパールート 牝5黒鹿55 岩田 康誠�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 462－ 61：53．7� 19．1
46 アスタキサンチン 牝5栗 55 川島 信二三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B468± 01：53．8クビ 6．3�
58 マトリョーシカ 牝6黒鹿55 国分 恭介 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：53．9� 77．4�
33 メイショウブーケ 牝6栗 55

54 ☆義 英真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B474＋ 61：54．96 56．9�
34 アローシルバー 牝5栗 55 熊沢 重文佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 494＋121：55．32� 118．2�
69 プレミオテーラー 牝5黒鹿55 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 480－ 4 〃 アタマ 13．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，944，500円 複勝： 47，633，500円 枠連： 21，317，500円
馬連： 80，746，100円 馬単： 36，931，800円 ワイド： 47，628，500円
3連複： 103，961，500円 3連単： 136，580，100円 計： 510，743，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 610円 枠 連（1－8） 730円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，080円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 26，430円

票 数

単勝票数 計 359445 的中 � 66595（2番人気）
複勝票数 計 476335 的中 � 79034（2番人気）� 88865（1番人気）� 14656（8番人気）
枠連票数 計 213175 的中 （1－8） 22455（3番人気）
馬連票数 計 807461 的中 �� 65393（1番人気）
馬単票数 計 369318 的中 �� 15927（1番人気）
ワイド票数 計 476285 的中 �� 34235（1番人気）�� 5531（23番人気）�� 6254（20番人気）
3連複票数 計1039615 的中 ��� 9582（25番人気）
3連単票数 計1365801 的中 ��� 3746（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．3―50．4―1：02．7―1：15．4―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンタエヴィータ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Candy Ride デビュー 2013．9．29 阪神9着

2011．2．21生 牝6栗 母 エヴィータアルゼンティーナ 母母 Jealous Wildcat 17戦3勝 賞金 48，653，000円
〔制裁〕 クリッパールート号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・3番）
※エグランティーナ号は，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。



04069 2月12日 晴 稍重 （29京都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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

88 マイスタイル 牡3鹿 56 浜中 俊寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 454－ 41：36．2 3．4�
33 ダイメイフジ 牡3鹿 56 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 520－ 61：36．3� 12．9�
77 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 54 M．デムーロ森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：36．4� 3．5�
11 � ズ ア ー 牡3鹿 56 R．ムーア 吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 492＋ 21：36．5	 2．0�
（英）

44 シゲルボブキャット 牡3栗 56 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 452＋ 21：36．82 83．1�
66 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 426＋ 41：37．33 22．9�
55 ト リ オ ン フ 牡3黒鹿56 川田 将雅	KTレーシング 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム 534＋101：37．4クビ 51．3

22 ディープウォーリア 牡3黒鹿56 S．フォーリー 中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 446－181：37．72 37．8�
（愛）

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，442，500円 複勝： 67，090，000円 枠連： 発売なし
馬連： 92，850，600円 馬単： 64，571，300円 ワイド： 42，882，000円
3連複： 103，626，400円 3連単： 303，533，700円 計： 727，996，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 310円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 420円 �� 210円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 534425 的中 � 125460（2番人気）
複勝票数 計 670900 的中 � 96638（3番人気）� 45411（4番人気）� 131970（2番人気）
馬連票数 計 928506 的中 �� 39452（6番人気）
馬単票数 計 645713 的中 �� 16435（10番人気）
ワイド票数 計 428820 的中 �� 23487（6番人気）�� 59060（3番人気）�� 30419（5番人気）
3連複票数 計1036264 的中 ��� 61932（4番人気）
3連単票数 計3035337 的中 ��� 27969（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―11．8―12．3―12．2―11．9―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．4―48．7―1：00．9―1：12．8―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．3
3 1，7（4，8）5，3（2，6） 4 ・（1，7）（4，8）（3，5，6）－2

勝馬の
紹 介

マイスタイル �

父 ハーツクライ �


母父 フォーティナイナー デビュー 2016．11．26 京都3着

2014．4．1生 牡3鹿 母 ファーストナイナー 母母 レディダンジグ 4戦2勝 賞金 20，803，000円
※ディアドラ号は，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。

04070 2月12日 晴 重 （29京都2）第6日 第10競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，28．2．13以降29．2．5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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

710 モルトベーネ 牡5栗 55 M．デムーロ三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 476＋ 81：57．7 5．0�
44 マイネルクロップ 牡7芦 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 528＋ 21：57．91� 23．4�
811 ピ オ ネ ロ 牡6鹿 56 R．ムーア �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：58．11 2．4�

（英）

22 メイショウウタゲ 牡6栗 55 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 524＋ 41：58．31� 4．5�
55 シンゼンレンジャー 牡8黒鹿52 義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 518＋ 6 〃 クビ 90．7	
79 アドマイヤフライト 牡8鹿 55 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 542± 0 〃 アタマ 117．3

11 ショウナンアポロン 牡7鹿 57 岩田 康誠国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 526＋ 81：58．4クビ 8．5�
812 マイネルバイカ 牡8鹿 57 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 496＋21 〃 クビ 28．7�

（愛）

33 サンライズホーム 牡6青鹿54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B504＋ 21：58．93 22．2
56 サンマルデューク 牡8黒鹿56 小牧 太相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 510± 01：59．11 16．0�
67 カ ラ ク プ ア 牡4黒鹿53 松若 風馬�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B496＋ 21：59．73	 19．1�
68 ハピネスダンサー 牝6鹿 52 和田 竜二前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 508＋182：00．44 23．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，591，600円 複勝： 65，809，800円 枠連： 27，174，900円
馬連： 160，510，200円 馬単： 73，600，800円 ワイド： 78，435，400円
3連複： 220，815，700円 3連単： 358，006，900円 計： 1，037，945，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 370円 � 130円 枠 連（4－7） 4，860円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 280円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 36，410円

票 数

単勝票数 計 535916 的中 � 84109（3番人気）
複勝票数 計 658098 的中 � 106843（3番人気）� 31938（8番人気）� 168866（1番人気）
枠連票数 計 271749 的中 （4－7） 4330（17番人気）
馬連票数 計1605102 的中 �� 24330（20番人気）
馬単票数 計 736008 的中 �� 7493（26番人気）
ワイド票数 計 784354 的中 �� 15088（19番人気）�� 84583（2番人気）�� 16299（15番人気）
3連複票数 計2208157 的中 ��� 43015（11番人気）
3連単票数 計3580069 的中 ��� 7127（115番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．7―12．9―12．8―12．8―12．5―12．4―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．2―29．9―42．8―55．6―1：08．4―1：20．9―1：33．3―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトベーネ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．5 中京11着

2012．3．24生 牡5栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 23戦6勝 賞金 118，937，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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。

１レース目



04071 2月12日 晴 稍重 （29京都2）第6日 第11競走
第110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，28．2．13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，28．2．12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 714，000円 204，000円 102，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

66 サトノクラウン 牡5黒鹿58 M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：14．1 4．4�
44 スマートレイアー 牝7芦 54 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 476＋102：14．31� 23．3�
33 マ カ ヒ キ 牡4鹿 57 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502 〃 クビ 1．7�
（英）

89 ミッキーロケット 牡4鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：14．4	 3．4�
78 アングライフェン 牡5鹿 56 浜中 俊前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 8 〃 クビ 146．8�
810 ガリバルディ 牡6鹿 56 川田 将雅 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 524＋ 82：15．03	 32．4

22 ヤマカツライデン 牡5黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 536－102：15．21� 14．2�
55 ウインインスパイア 牡6黒鹿56 S．フォーリー �ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 456± 02：15．73 308．1�

（愛）

11 アクションスター 牡7栗 56 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 6 〃 クビ 96．7

77 
 ショウナンバッハ 牡6鹿 56 幸 英明国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B454－ 22：15．8	 176．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 239，560，800円 複勝： 288，904，500円 枠連： 68，078，700円
馬連： 545，543，500円 馬単： 383，745，400円 ワイド： 205，097，200円
3連複： 715，594，000円 3連単： 2，400，279，800円 計： 4，846，803，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 360円 � 110円 枠 連（4－6） 3，910円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 830円 �� 220円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計2395608 的中 � 431755（3番人気）
複勝票数 計2889045 的中 � 259466（3番人気）� 100497（5番人気）� 1466178（1番人気）
枠連票数 計 680787 的中 （4－6） 13460（10番人気）
馬連票数 計5455435 的中 �� 116544（11番人気）
馬単票数 計3837454 的中 �� 47222（16番人気）
ワイド票数 計2050972 的中 �� 55611（11番人気）�� 279233（2番人気）�� 89669（6番人気）
3連複票数 計7155940 的中 ��� 284790（7番人気）
3連単票数 計24002798 的中 ��� 108259（48番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．9―11．8―12．0―12．6―12．9―12．4―12．3―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．5―36．4―48．2―1：00．2―1：12．8―1：25．7―1：38．1―1：50．4―2：02．3

コーナー
通過順位

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

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

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5黒鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 10戦5勝 賞金 272，634，000円
［他本会外：2戦1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。

04072 2月12日 晴 重 （29京都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

815 クリノリーソクツモ 牝5鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 442± 01：11．2 91．4�
59 � メイショウカロッタ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 496＋ 41：11．52 23．6�
12 ア レ ッ ト 	6青 57 幸 英明 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 522＋101：11．6
 15．0�
713 ウインオスカー 牡4鹿 57 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B506＋ 4 〃 クビ 4．6�
816� ボーサンシー 牡4栗 57 R．ムーア 吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

532－ 41：11．7
 7．6�
（英）

47 ティップトップ 牝6鹿 55 浜中 俊 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 516± 01：11．8クビ 11．1	

510 エイシンカーニバル 牡5栗 57 M．デムーロ�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 470－ 4 〃 アタマ 3．4

611 サンライズトーク 	7芦 57 �島 良太松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 500－ 2 〃 クビ 30．1�
35 グリューヴァイン 牝5栗 55 松若 風馬 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 460± 01：12．0 67．6
11 ヨウライフク 	5栗 57 S．フォーリー 小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B508± 01：12．42
 11．8�

（愛）

24 ヒカルランナー 牡8鹿 57 石神 深一安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522± 01：12．93 292．7�
714 ツウローゼズ 牝5黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 486± 01：13．11� 70．5�
23 ケルシャンス 牝6鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 436－ 21：13．41 111．8�
48 ウォーターメアヌイ 牝5鹿 55 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 430－ 2 〃 アタマ 167．7�
36 メモリーレーン 牝6栗 55 川島 信二 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 41：14．99 197．7�
612 コパノリスボン 牡4栗 57 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 508＋ 2 （競走中止） 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，562，200円 複勝： 83，992，700円 枠連： 44，061，200円
馬連： 184，627，100円 馬単： 76，082，500円 ワイド： 97，255，800円
3連複： 258，234，800円 3連単： 376，744，100円 計： 1，190，560，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，140円 複 勝 � 1，640円 � 770円 � 460円 枠 連（5－8） 1，500円

馬 連 �� 90，040円 馬 単 �� 219，460円

ワ イ ド �� 19，910円 �� 12，350円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 246，720円 3 連 単 ��� 2，295，280円

票 数

単勝票数 計 695622 的中 � 6086（12番人気）
複勝票数 計 839927 的中 � 12752（12番人気）� 28721（9番人気）� 51257（7番人気）
枠連票数 計 440612 的中 （5－8） 22723（7番人気）
馬連票数 計1846271 的中 �� 1589（85番人気）
馬単票数 計 760825 的中 �� 260（178番人気）
ワイド票数 計 972558 的中 �� 1253（79番人気）�� 2025（64番人気）�� 6986（31番人気）
3連複票数 計2582348 的中 ��� 785（280番人気）
3連単票数 計3767441 的中 ��� 119（1871番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．3―46．5―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノリーソクツモ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2015．1．31 京都4着

2012．3．28生 牝5鹿 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 20戦4勝 賞金 46，027，000円
〔競走中止〕 コパノリスボン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビービーサレンダー号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤスパーズ号・ノボリクリーン号
※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。

４レース目



（29京都2）第6日 2月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 157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
厩務員出走奨励金

297，930，000円
14，800，000円
1，690，000円
35，940，000円
63，120，000円
4，775，800円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
643，531，600円
874，869，400円
255，541，800円
1，429，738，400円
850，260，200円
703，488，000円
1，915，121，700円
4，369，493，800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 11，042，044，900円

総入場人員 24，128名 （有料入場人員 22，939名）
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