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04048 2月15日 曇 不良 （26京都2）第5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）

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

816 リバーソウル 牡3黒鹿56 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：54．4 3．0�
24 ローレルラシーム 牡3鹿 56 福永 祐一 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 松浦牧場 476± 01：54．5� 3．1�
612 レッドアライヴ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 468± 01：54．6クビ 12．9�
35 オ ル ド リ ン 牡3黒鹿56 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B460± 01：54．81� 3．8�

（伊）

47 ロードガンブラック 牡3鹿 56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 472－ 41：54．9� 15．9	
36 メイショウロブロイ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好
氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 478－ 41：55．11� 26．2�
510 タムロイレーネ 牝3鹿 54 川須 栄彦谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 440－ 41：55．41� 137．5�
12 レッドフォース 牡3栗 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 464＋ 21：55．5� 29．0
714 エイシンソニック 牡3青鹿56 国分 恭介�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 498－ 61：55．6� 106．6�
713 サトピーオスカル 牡3青鹿56 川田 将雅�LS.M 森 秀行 新ひだか 大典牧場 454－ 61：55．91� 20．5�
815 ヘッドクオーター 牡3鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 21：56．11� 345．5�
611 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿56 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：56．73� 161．2�
59 マ イ カ イ 牝3鹿 54 水口 優也橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 428± 01：56．8� 167．6�
48 ホッコーホウオウ 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム B448－ 21：57．11� 36．5�
11 ハギノアルソーレ 牡3栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 21：57．52� 212．4�
23 シ ゲ ル サ ド 牡3芦 56 �島 良太 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新冠 前川 隆範 486－ 81：58．67 288．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，478，900円 複勝： 41，015，600円 枠連： 11，515，700円
馬連： 44，274，400円 馬単： 29，582，300円 ワイド： 23，962，200円
3連複： 70，287，600円 3連単： 113，506，700円 計： 355，623，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 110円 � 270円 枠 連（2－8） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 230円 �� 890円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 6，880円

票 数

単勝票数 計 214789 的中 � 58361（1番人気）
複勝票数 計 410156 的中 � 69343（3番人気）� 144270（1番人気）� 25747（4番人気）
枠連票数 計 115157 的中 （2－8） 18388（2番人気）
馬連票数 計 442744 的中 �� 69809（2番人気）
馬単票数 計 295823 的中 �� 23137（3番人気）
ワイド票数 計 239622 的中 �� 30796（2番人気）�� 5864（9番人気）�� 8565（5番人気）
3連複票数 計 702876 的中 ��� 25955（5番人気）
3連単票数 計1135067 的中 ��� 12187（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．6―37．1―50．9―1：04．5―1：17．7―1：30．4―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F36．7
1
3

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

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

リバーソウル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．10．20 京都2着

2011．2．12生 牡3黒鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ステキステキ号
※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。

04049 2月15日 曇 不良 （26京都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）
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

68 サクセスグローリー 牡3黒鹿56 岩田 康誠髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 530 ―1：52．2 2．6�

69 キングオブタイム 牡3黒鹿56 小牧 太有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 490 ―1：54．3大差 7．3�
11 ニチドウリュンヌ 牡3青鹿56 C．デムーロ 山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 478 ―1：54．51� 6．0�

（伊）

710 ショーファイア 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516 ―1：55．13� 4．1�

812 タイキイルソーレ 牡3黒鹿56 池添 謙一�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 432 ―1：55．31� 23．4�

711 ウェイヴクレスト 牡3栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 藤本ファーム 492 ―1：56．15 56．9	
33 ファンタスマゴリア 牡3鹿 56 	島 良太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 486 ―1：56．42 173．6�
22 ヤマカツサユリ 牝3鹿 54 和田 竜二山田 和夫氏 松元 茂樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：56．6
 12．0�
813 オ モ テ ナ シ 牝3栗 54 川島 信二佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 504 ―1：57．02� 52．9
56 ニホンピログリーン 牝3栗 54 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 466 ― 〃 ハナ 57．8�
45 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 56 上村 洋行土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 480 ―1：57．42� 21．9�
44 � ディプロムソング 牡3芦 56 浜中 俊林 正道氏 矢作 芳人 米 Southern Equine

Stables, LLC 486 ―1：57．71
 11．3�
57 アイアンリーダー 牝3鹿 54 国分 恭介池上 一馬氏 浜田多実雄 新ひだか グローリーファーム 514 ―2：05．6大差 142．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，057，900円 複勝： 23，853，400円 枠連： 9，091，100円
馬連： 32，250，400円 馬単： 21，543，200円 ワイド： 14，721，300円
3連複： 45，111，100円 3連単： 73，898，400円 計： 236，526，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 180円 枠 連（6－6） 940円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 350円 �� 330円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，890円

票 数

単勝票数 計 160579 的中 � 48712（1番人気）
複勝票数 計 238534 的中 � 66089（1番人気）� 30081（4番人気）� 31825（3番人気）
枠連票数 計 90911 的中 （6－6） 7154（4番人気）
馬連票数 計 322504 的中 �� 27311（3番人気）
馬単票数 計 215432 的中 �� 11016（3番人気）
ワイド票数 計 147213 的中 �� 10922（3番人気）�� 11661（2番人気）�� 5289（7番人気）
3連複票数 計 451111 的中 ��� 23686（3番人気）
3連単票数 計 738984 的中 ��� 9260（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．7―13．3―13．3―13．2―12．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．4―49．7―1：03．0―1：16．2―1：28．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクセスグローリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．4．7生 牡3黒鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時25分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンリーダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月15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



04050 2月15日 曇 不良 （26京都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）

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 サンライズアルプス 牡3鹿 56 藤田 伸二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 436± 01：26．1 143．0�
11 ミッキーナイト 牡3栗 56 C．デムーロ 野田みづき氏 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 450－ 61：26．31� 2．1�

（伊）

814 メイショウホウトウ 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490＋ 81：26．4� 3．7�
712 コスモフラッグ 牡3鹿 56 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 454＋ 41：26．61� 6．6�
34 ヴォルカヌス 牡3鹿 56 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 436－ 2 〃 アタマ 17．0	
46 ゼンノステルス 牡3芦 56 国分 恭介大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 462＋ 81：26．7� 18．7

713 ショウナンサンタ 牡3鹿 56 岩田 康誠�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 464－ 21：27．01� 36．9�
58 ト ッ ト コ 牡3黒鹿56 浜中 俊中辻 明氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 408－ 21：27．21� 129．2�
47 オンワードアーサー 牡3芦 56 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 474＋ 2 〃 クビ 58．4
35 ミレニアムスター 牡3芦 56 小牧 太吉田 正志氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 484－ 41：27．3� 172．3�
815 キクノアリア 牝3鹿 54 秋山真一郎菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 460－ 2 〃 ハナ 230．4�
611 メモリービビッド 牡3鹿 56 国分 優作�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 434－ 41：27．61� 586．7�
22 シャイニングホープ 牡3栗 56 福永 祐一�三成社 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 486＋ 21：29．210 17．0�
610 リリークライマー 牡3鹿 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 B464－ 21：30．58 286．1�
59 シ ュ ネ ー ル 牡3鹿 56 川須 栄彦永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 488－14 （競走中止） 9．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，792，800円 複勝： 48，841，900円 枠連： 12，273，600円
馬連： 46，463，800円 馬単： 35，033，300円 ワイド： 26，234，200円
3連複： 72，835，300円 3連単： 129，782，900円 計： 396，257，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，300円 複 勝 � 1，910円 � 110円 � 130円 枠 連（1－2） 1，190円

馬 連 �� 11，090円 馬 単 �� 28，230円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 5，250円 �� 190円

3 連 複 ��� 11，980円 3 連 単 ��� 243，100円

票 数

単勝票数 計 247928 的中 � 1367（11番人気）
複勝票数 計 488419 的中 � 3127（12番人気）� 178642（1番人気）� 107352（2番人気）
枠連票数 計 122736 的中 （1－2） 7657（5番人気）
馬連票数 計 464638 的中 �� 3093（27番人気）
馬単票数 計 350333 的中 �� 916（55番人気）
ワイド票数 計 262342 的中 �� 1419（33番人気）�� 1012（39番人気）�� 47236（1番人気）
3連複票数 計 728353 的中 ��� 4489（34番人気）
3連単票数 計1297829 的中 ��� 394（433番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．1―49．0―1：01．5―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズアルプス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．12．15 阪神9着

2011．4．3生 牡3鹿 母 コ ル チ カ 母母 Ivrea 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時50分に変更。
〔競走中止〕 シュネール号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
※キクノアリア号は，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。

04051 2月15日 曇 不良 （26京都2）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走11時30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 エーシンクルゼ 牡5芦 57 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 538－ 61：10．9 2．2�
36 ピグマリオン 牡5鹿 57 C．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470± 01：11．43 3．2�

（伊）

47 ワンダーゴヴェルノ 牡6栗 57 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 438－ 21：11．61� 66．0�
816 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 和田 竜二横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋ 21：11．81� 31．2�
59 ヴェアデイロス 牡5鹿 57 浜中 俊�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 442＋ 41：12．01� 19．6	
48 � ナリタマクリス 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 436－ 21：12．1� 249．0

815 シュナップス 牡4栗 57 上村 洋行藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 454－ 2 〃 同着 53．5�
23 ヴァルナビット 牡5栗 57 国分 恭介田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 486－ 4 〃 アタマ 54．9�
11 テイエムキュウベエ 牡5栗 57 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 516＋ 21：12．31� 151．2
714� ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 464± 01：12．4� 12．4�
611� アークペガサス 牡5鹿 57 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 ヤナガワ牧場 516－ 21：13．14 265．3�
713� エイユーラピス 牝5鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 486＋ 41：13．31� 17．6�
35 � カシノオーブ 牡4鹿 57 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 468－ 6 〃 ハナ 398．2�
12 キクノメテオ 牡4芦 57 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 486＋ 21：13．51� 29．4�
612 ワンダーヴィーヴァ 牡4青鹿57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 586＋30 〃 アタマ 30．0�
24 サクラフェリース 牝4栗 55 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 502＋ 81：13．81	 7．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，049，500円 複勝： 40，834，700円 枠連： 11，174，200円
馬連： 43，931，900円 馬単： 27，137，200円 ワイド： 22，232，900円
3連複： 60，800，900円 3連単： 97，990，200円 計： 323，151，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 660円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，240円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 12，830円

票 数

単勝票数 計 190495 的中 � 69007（1番人気）
複勝票数 計 408347 的中 � 159732（1番人気）� 88387（2番人気）� 7605（10番人気）
枠連票数 計 111742 的中 （3－5） 26210（1番人気）
馬連票数 計 439319 的中 �� 99726（1番人気）
馬単票数 計 271372 的中 �� 34109（1番人気）
ワイド票数 計 222329 的中 �� 48000（1番人気）�� 3552（14番人気）�� 3010（19番人気）
3連複票数 計 608009 的中 ��� 12165（12番人気）
3連単票数 計 979902 的中 ��� 5637（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．3―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―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4F47．2―3F35．9
3 ・（4，10）（6，13）14（2，16，15）－（1，5，7）8－12（3，11）－9 4 10（4，6）（2，16，13，14）（1，15）7，5，8，11，3，12，9

勝馬の
紹 介

エーシンクルゼ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2012．1．22 中山2着

2009．1．15生 牡5芦 母 メンフィスガール 母母 Eishin Austin 16戦2勝 賞金 29，400，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時15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。



曇 重 競走
（芝・右・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

ブランネージュ 鹿 秋山真一郎 社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム ：

スナッチマインド 鹿 浜中 俊有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ：

ロスヴァイセ 黒鹿 C．デムーロ キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ：
（伊）

アドマイヤウイング 鹿 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

レッドラヴィータ 栗 川田 将雅 東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ：
ウィアーワン 鹿 和田 竜二 グランデオーナーズ 武 宏平 浦河 中島牧場 ：
プリンセスアスク 青鹿 武 豊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 ：
ヤマニンバステト 鹿 熊沢 重文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ：
ロ ザ リ ン ド 黒鹿 福永 祐一 キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ：
ホッコーザムーン 栗 島 良太矢部 道晃氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ：
ミラクルウェーブ 鹿 池添 謙一万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 〃 ハナ

メイショウソフィア 栗 岩田 康誠松本 好 氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 ：
パンデモニウム 黒鹿 畑端 省吾大和屋 暁氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ：
ラ ディ アンス 黒鹿 国分 優作佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 川 啓一 ：
ファブラノヴァ 黒鹿 川須 栄彦 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 ：
ビ ナ シ ル ク 栗 国分 恭介井之口二三雄氏 清水 出美 浦河 川 啓一 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F・

勝馬の
紹 介

ブランネージュ 父 シンボリクリスエス 母父 フレンチデピュティ
母 シナノネージュ 母母 コードネーム

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を
〔制裁〕 パンデモニウム号の騎手畑端省吾は，コーナーで外側に斜行したこ （被害馬：
※積雪の影響により1,600㍍（芝）を1,600㍍（芝・外）に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

シゲルオウミ号・スイートルイーズ号
※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。

曇 重 競走
（芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

ヒラボクレジェンド 栗 川須 栄彦 平田牧場 大久保龍志 浦河 ：

ウィズアミッション 鹿 福永 祐一吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-
ovo Syndicate 〃 ハナ

ホッコータフネス 鹿 川田 将雅矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ：
ブレイヴリー 鹿 浜中 俊岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 〃 ハナ

プルママルカ 栗 C．デムーロ キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ：
（伊）

クールジョーカー 黒鹿 上村 洋行小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 ：
キュールエラピス 国分 優作岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ：
ティーエスハーツ 黒鹿 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ：
ジャストヴィークル 鹿 岩田 康誠大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

ダノンサイクロン 青鹿 小牧 太 ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ

ホッコーファイン 栗 国分 恭介矢部 道晃氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ：
クニサキオペラ 鹿 的場 勇人國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 ：
ダ イ ナ ソ ア 鹿 岡田 祥嗣岡田 牧雄氏 清水 久詞 日高 宝寄山 忠則 ： クビ

テイエムオドロキ 栗 島 良太竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

ヒラボクレジェンド 父 ディープスカイ 母父 Rahy
母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を
※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15日 曇 不良 （26京都2）第5日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時20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
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 メイショウオセアン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 534－ 41：24．7 3．8�
611 キタサンウンゲツ 牡3鹿 56 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 502± 01：25．44 4．8�
47 ビバハイタッチ 牡3栗 56 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 482＋ 61：25．71� 4．6�
34 メイショウカフウ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 470－ 61：25．8� 8．9�
712 コパノハリー 牡3栗 56 C．デムーロ 小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440－ 2 〃 ハナ 12．1	

（伊）

713 アマノウインジー 牡3黒鹿56 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 470＋ 21：25．9� 20．1

814 クリノプリムラ 牝3栗 54 川島 信二栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 432－ 21：26．11 420．5�
23 ナムラユキヒメ 牝3栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 416± 01：26．31� 38．7�
11 アーネストミノル 牡3鹿 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446＋101：26．4� 17．8
610� コパノサムタイム 牡3鹿 56 的場 勇人小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 432－ 61：26．93 178．8�
46 トウシンムサシ 牡3栗 56 岩田 康誠�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 456＋ 61：27．21� 22．7�
22 シシャモオージ 牡3黒鹿56 福永 祐一大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 462＋ 4 〃 クビ 34．3�
815 ブラボーランサー 牡3鹿 56 	島 良太田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 512－ 21：27．62� 92．6�
59 ダイワダルタニアン 牡3芦 56 小牧 太大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 476＋161：27．92 12．3�
58 スマートエクリプス 牡3栗 56 藤田 伸二大川 徹氏 佐山 優 浦河 山口 義彦 470＋ 21：28．53� 14．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，493，700円 複勝： 55，648，400円 枠連： 17，631，700円
馬連： 67，520，400円 馬単： 37，473，900円 ワイド： 35，100，900円
3連複： 95，862，000円 3連単： 136，129，200円 計： 473，860，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 140円 � 170円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 290円 �� 370円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計 284937 的中 � 59888（1番人気）
複勝票数 計 556484 的中 � 118001（1番人気）� 117905（2番人気）� 78747（3番人気）
枠連票数 計 176317 的中 （3－6） 23957（1番人気）
馬連票数 計 675204 的中 �� 67229（1番人気）
馬単票数 計 374739 的中 �� 19426（1番人気）
ワイド票数 計 351009 的中 �� 32256（1番人気）�� 23144（2番人気）�� 20345（3番人気）
3連複票数 計 958620 的中 ��� 58957（1番人気）
3連単票数 計1361292 的中 ��� 20002（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．9―12．5―12．4―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．4―47．9―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオセアン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．12．7 阪神5着

2011．4．22生 牡3鹿 母 メイショウハイパス 母母 ハイパスチャー 5戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時35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。

04055 2月15日 曇 不良 （26京都2）第5日 第8競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
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

67 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 56 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 41：58．6 4．7�

55 トウケイウイン 牡4黒鹿56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 442＋ 41：59．02� 13．2�
44 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 56 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 478－ 61：59．21	 4．4�
78 シルクラングレー 牡5栗 57 岩田 康誠有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B496－ 21：59．3� 2．5�
11 スズカルパン 牡5鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474＋ 4 〃 ハナ 6．0�
811 スタンドバイミー 牡5鹿 57 和田 竜二石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 470＋ 21：59．72� 31．3	
810 アクシーバンダム 牡5黒鹿57 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 458± 0 〃 アタマ 32．1

66 キクノエクレール 牡5青 57 秋山真一郎菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 B490± 02：00．01
 12．4�
22 マイネルハートレー 牡5青鹿57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 508＋ 8 〃 クビ 89．2�
33 � サダルメリク 牡7鹿 57 �島 良太前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 482＋ 22：00．95 101．6
79 � ウエストソング 牡4芦 56 大下 智加藤 守氏 中竹 和也 米 Pegasus

Farms, Ltd. 508＋ 22：01．43 412．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，361，500円 複勝： 61，840，000円 枠連： 14，795，200円
馬連： 69，435，300円 馬単： 43，978，200円 ワイド： 33，662，900円
3連複： 93，062，500円 3連単： 191，686，500円 計： 537，822，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 260円 � 180円 枠 連（5－6） 1，830円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 710円 �� 540円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 27，520円

票 数

単勝票数 計 293615 的中 � 49747（3番人気）
複勝票数 計 618400 的中 � 112328（2番人気）� 53316（5番人気）� 94659（3番人気）
枠連票数 計 147952 的中 （5－6） 5971（9番人気）
馬連票数 計 694353 的中 �� 20818（9番人気）
馬単票数 計 439782 的中 �� 7315（18番人気）
ワイド票数 計 336629 的中 �� 11705（9番人気）�� 16209（7番人気）�� 8064（15番人気）
3連複票数 計 930625 的中 ��� 15417（17番人気）
3連単票数 計1916865 的中 ��� 5141（97番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．2―13．1―13．2―13．1―12．7―12．5―11．5―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．5―30．7―43．8―57．0―1：10．1―1：22．8―1：35．3―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ノ ワ ー ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．2．2 京都2着

2010．3．24生 牡4鹿 母 ノータブルアート 母母 アンブロジン 6戦2勝 賞金 19，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時05分に変更。



04056 2月15日 曇 重 （26京都2）第5日 第9競走 ��
��1，800�つ ば き 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

57 ステファノス 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474－ 41：50．1 6．0�
22 ゼウスバローズ 牡3鹿 56 C．デムーロ 猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 456＋121：50．2� 2．7�
（伊）

56 ハピネスダンサー 牝3鹿 54 小牧 太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466± 01：50．41� 6．7�
45 コウエイワンマン 牡3黒鹿56 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 534＋ 41：50．72 30．0�
812 ブルーフラッシュ 牡3芦 56 福永 祐一桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 452± 0 〃 アタマ 5．9�
11 スリーカラーナンゴ 牡3鹿 56 国分 優作永井商事	 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 452＋ 21：50．91� 29．9

710 トウキョウタフガイ 牡3鹿 56 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 466－ 2 〃 ハナ 8．0�
44 アグネスミニッツ 牡3栗 56 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 476－ 21：51．32	 26．3�
813 ウインリバティ 牝3黒鹿54 池添 謙一	ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 434± 01：51．4� 57．5
68 レッドルシファー 牡3鹿 56 川須 栄彦 	東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 444＋ 41：51．5クビ 27．0�
711 トップアート 牡3鹿 56 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442－ 21：51．71 18．0�
33 プリンスダム 牡3黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋121：52．65 27．1�
69 ランドオザリール 牡3鹿 56 秋山真一郎 �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 520－ 61：53．23	 43．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 48，496，100円 複勝： 91，934，500円 枠連： 26，893，300円
馬連： 111，762，500円 馬単： 62，067，300円 ワイド： 52，111，100円
3連複： 153，446，000円 3連単： 252，007，000円 計： 798，717，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 130円 � 180円 枠 連（2－5） 460円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 730円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 12，480円

票 数

単勝票数 計 484961 的中 � 64527（3番人気）
複勝票数 計 919345 的中 � 124376（2番人気）� 236633（1番人気）� 119415（4番人気）
枠連票数 計 268933 的中 （2－5） 43907（1番人気）
馬連票数 計1117625 的中 �� 95434（1番人気）
馬単票数 計 620673 的中 �� 19770（7番人気）
ワイド票数 計 521111 的中 �� 39501（1番人気）�� 16371（10番人気）�� 34097（2番人気）
3連複票数 計1534460 的中 ��� 59300（2番人気）
3連単票数 計2520070 的中 ��� 14907（21番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．1―12．6―12．7―12．4―12．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．1―49．7―1：02．4―1：14．8―1：26．8―1：38．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステファノス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．7．20 中京4着

2011．2．13生 牡3鹿 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 5戦2勝 賞金 19，188，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時35分に変更。
※ハピネスダンサー号は，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。

04057 2月15日 曇 重 （26京都2）第5日 第10競走 ��
��2，400�

び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．2．9以降26．2．10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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

22 ジャイアントリープ 牡4芦 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：31．0 4．7�
79 トウシンモンステラ 牡4黒鹿55 武 豊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 486－ 22：31．31� 3．6�
78 ランフォージン 牡5黒鹿54 川須 栄彦 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：31．51� 29．6�
811 マイネルマエストロ 牡4青鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 494－ 22：31．6	 13．0�
33 
 メイショウシレトコ 牡6鹿 52 川島 信二松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466± 02：31．81	 140．0	
44 スズカカイゼル 牡4鹿 53 国分 優作永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B470－ 52：31．9� 125．9

66 プランスペスカ 牡4鹿 54 池添 謙一山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 462＋ 62：32．0クビ 9．7�
67 カ ー マ イ ン 牡6鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 クビ 5．4�

（伊）

55 ヴァーティカルサン 牡4青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 556＋ 22：32．1� 3．6

810 ロードランパート 牡6鹿 55 浜中 俊 �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 482＋ 42：33．8大差 15．5�
11 ナンヨースラッガー 牡7芦 50 西村 太一中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 492－ 22：34．11� 287．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，928，200円 複勝： 75，735，100円 枠連： 24，310，300円
馬連： 114，494，700円 馬単： 60，976，900円 ワイド： 45，003，600円
3連複： 146，376，800円 3連単： 278，826，700円 計： 783，652，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 150円 � 520円 枠 連（2－7） 760円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，590円 �� 910円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 28，980円

票 数

単勝票数 計 379282 的中 � 64896（3番人気）
複勝票数 計 757351 的中 � 142267（2番人気）� 157213（1番人気）� 26882（8番人気）
枠連票数 計 243103 的中 （2－7） 23729（4番人気）
馬連票数 計1144947 的中 �� 112192（2番人気）
馬単票数 計 609769 的中 �� 25829（6番人気）
ワイド票数 計 450036 的中 �� 41505（2番人気）�� 6368（23番人気）�� 11506（15番人気）
3連複票数 計1463768 的中 ��� 17289（28番人気）
3連単票数 計2788267 的中 ��� 7103（119番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．3―13．5―13．3―13．0―13．5―13．1―13．1―12．3―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．6―36．9―50．4―1：03．7―1：16．7―1：30．2―1：43．3―1：56．4―2：08．7―2：19．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F34．6
1
3
4，5，2，10，6（11，7）（1，3）－9－8
4，5（2，7）10（6，11，9）3，1，8

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

勝馬の
紹 介

ジャイアントリープ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．1．27 京都4着

2010．4．12生 牡4芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 11戦3勝 賞金 53，937，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時10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。



04058 2月15日 曇 不良 （26京都2）第5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，25．2．9以降26．2．10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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

815� エーシンゴールド 牡4鹿 55 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 RMF Thor-
oughbreds 530＋151：56．0 5．2�

48 マルカプレジオ 牡6栃栗54 荻野 琢真河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488＋ 81：56．32 42．1�
59 � ダブルスター 牡5栗 55 藤田 伸二�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500－ 61：56．72	 12．9�
23 クリノヒマラヤオー 牡4黒鹿54 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 490＋ 81：56．8クビ 9．4�
713 クリノスターオー 牡4青 55 武 豊栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 536－ 4 〃 クビ 4．0	
47 タイムズアロー 牡6栗 55 国分 恭介 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 41：57．01
 8．2

12 ナイスミーチュー 牡7鹿 57．5 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 518－ 31：57．1	 5．6�
510 ダノンスパシーバ 牡7鹿 54 川島 信二�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 508± 01：57．41� 456．3�
36 バーディバーディ 牡7黒鹿58 C．デムーロ 里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B502＋ 41：58．14 19．6

（伊）

35 ボ レ ア ス 牡6鹿 55 �島 良太金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋101：58．31
 122．1�

714 グランデッツァ 牡5栗 57 国分 優作 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 514－ 41：58．93	 53．9�
24 ヒラボクキング 牡7鹿 56 和田 竜二�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 530－ 41：59．22 56．9�
611 サトノタイガー 牡6黒鹿53 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 474－ 21：59．3クビ 86．0�
612� サトノプリンシパル 牡4鹿 55 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B540± 01：59．72	 5．2�
816 メイショウエバモア 牡7芦 52 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 520± 01：59．8	 369．7�
11 ナイトフッド 牡8青鹿54 西村 太一 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B522－ 6 （競走中止） 190．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，551，600円 複勝： 155，782，000円 枠連： 51，499，100円
馬連： 282，943，900円 馬単： 134，132，800円 ワイド： 114，306，400円
3連複： 426，118，700円 3連単： 702，609，500円 計： 1，946，944，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 660円 � 370円 枠 連（4－8） 2，000円

馬 連 �� 12，910円 馬 単 �� 20，430円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 1，340円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 43，140円 3 連 単 ��� 228，130円

票 数

単勝票数 計 795516 的中 � 120882（3番人気）
複勝票数 計1557820 的中 � 217586（4番人気）� 54308（9番人気）� 108130（7番人気）
枠連票数 計 514991 的中 （4－8） 19051（12番人気）
馬連票数 計2829439 的中 �� 16182（33番人気）
馬単票数 計1341328 的中 �� 4847（59番人気）
ワイド票数 計1143064 的中 �� 8105（33番人気）�� 21610（20番人気）�� 7278（36番人気）
3連複票数 計4261187 的中 ��� 7291（110番人気）
3連単票数 計7026095 的中 ��� 2273（532番人気）

ハロンタイム 7．1―10．5―11．3―12．4―12．1―12．0―12．4―12．5―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―17．6―28．9―41．3―53．4―1：05．4―1：17．8―1：30．3―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンゴールド �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pulpit デビュー 2013．1．19 京都1着

2010．5．3生 牡4鹿 母 Home From Oz 母母 Tap Your Heels 6戦4勝 賞金 58，316，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時45分に変更。
〔競走中止〕 ナイトフッド号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 アーリーデイズ号・イッシンドウタイ号・ヴァンヌーヴォー号・エアハリファ号・エーシンレンジャー号・

クラシカルノヴァ号・サワノパンサー号・シャイニープリンス号・ドコフクカゼ号・ナムラビクター号・
ブルロック号・ホクセツダンス号・マイネルバイカ号・メイショウツチヤマ号

※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。

04059 2月15日 曇 不良 （26京都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）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

89 デルマイザナミ 牝5鹿 55 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 456＋101：51．4 12．5�
66 � ブライトエルフ 牝5栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 452－ 61：51．61 8．0�
22 クローバーリーフ 牝6鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470－ 21：51．7� 10．2�
78 アグネスダリム 牝5栗 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 462＋ 61：51．8� 21．1�
33 タガノミューチャン 牝4鹿 54 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 21：52．01	 7．8�
55 クラリティーエス 牝4青鹿54 武 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 480－ 61：53．17 19．6	
77 モンシュシュ 牝4鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492＋ 41：53．31� 6．5

810� ミスマープル 牝4黒鹿54 川島 信二加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 41：53．51 54．0�
11 シャスターデイジー 牝4栗 54 川田 将雅�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋142：00．0大差 4．9�
44 サイモンガーランド 牝5鹿 55 浜中 俊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 4 （競走中止） 2．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，802，300円 複勝： 94，390，900円 枠連： 24，109，900円
馬連： 172，438，200円 馬単： 73，283，600円 ワイド： 58，413，400円
3連複： 167，513，600円 3連単： 350，888，400円 計： 995，840，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 390円 � 210円 � 250円 枠 連（6－8） 3，410円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 10，530円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，600円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 12，450円 3 連 単 ��� 81，390円

票 数

単勝票数 計 548023 的中 � 34697（7番人気）
複勝票数 計 943909 的中 � 57481（7番人気）� 130161（3番人気）� 103882（5番人気）
枠連票数 計 241099 的中 （6－8） 5221（16番人気）
馬連票数 計1724382 的中 �� 24240（23番人気）
馬単票数 計 732836 的中 �� 5140（51番人気）
ワイド票数 計 584134 的中 �� 11069（19番人気）�� 8911（23番人気）�� 14202（14番人気）
3連複票数 計1675136 的中 ��� 9933（52番人気）
3連単票数 計3508884 的中 ��� 3182（315番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．3―12．4―13．1―13．2―12．5―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―35．4―47．8―1：00．9―1：14．1―1：26．6―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマイザナミ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．7．24 京都9着

2009．4．10生 牝5鹿 母 ローザロッサ 母母 マンボステップ 26戦4勝 賞金 45，648，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時20分に変更。
〔競走中止〕 サイモンガーランド号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャスターデイジー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月15日まで平地

競走に出走できない。



（26京都2）第5日 2月15日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 166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

196，000，000円
2，080，000円
6，800，000円
1，390，000円
17，480，000円
63，747，500円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
412，488，000円
789，263，100円
231，738，100円
1，097，294，500円
587，749，800円
484，008，300円
1，489，751，800円
2，556，575，600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 7，648，869，200円

総入場人員 10，470名 （有料入場人員 9，065名）
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