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04060 2月16日 晴 不良 （26京都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 タガノエークラス 牡3栗 56 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 486＋ 21：12．4 5．1�

713 ラ イ ロ ア 牡3青鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442－ 41：12．82� 3．7�
714 ペプチドムーン 牡3栗 56 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 452－141：13．65 12．4�
816 シ ゲ ル ウ ゴ 牡3青鹿56 柴田 大知森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 512－ 21：13．7� 29．3�
48 エイシンスペーシア 牡3栗 56 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 462＋ 41：13．91� 145．5	
47 ハクユウジャック 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 460－ 21：14．0クビ 136．7

510 エキゾチックマター 牡3栗 56 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 土田農場 482± 0 〃 クビ 1．9�
24 テンペラメントホル 牡3鹿 56 池添 謙一宮田美恵子氏 浜田多実雄 熊本 片山 建治 468± 01：14．1� 120．3�
611 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 476－ 4 〃 ハナ 176．9
59 マサノクリスタル 牝3黒鹿54 水口 優也猪野毛雅人氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 442± 01：14．2� 40．6�
11 サージェントペパー 牡3鹿 56 小坂 忠士薪浦 亨氏 小原伊佐美 日高 下川 茂広 508＋ 41：14．3クビ 82．0�
815 オグリキセキ 牝3黒鹿54 上村 洋行小栗 孝一氏 鹿戸 明 浦河 鵜木 唯義 406－ 41：14．51	 616．3�
23 ジューンブライトン 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 460－ 4 〃 クビ 16．0�
12 カシノステイタス 牡3栗 56 小林 徹弥柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 438－ 41：14．6� 684．8�
35 スウィフトシャドウ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �フジワラ・ファーム 
島 一歩 浦河 成隆牧場 486± 01：15．23� 142．2�
36 ホッコームサシ 牡3鹿 56 熊沢 重文矢部 道晃氏 飯田 明弘 浦河 梅田牧場 534－ 41：15．62� 113．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，025，400円 複勝： 64，978，100円 枠連： 12，937，700円
馬連： 48，438，200円 馬単： 38，747，700円 ワイド： 27，687，700円
3連複： 79，604，200円 3連単： 147，395，800円 計： 444，814，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 280円 � 220円 � 440円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 330円 �� 790円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 11，820円

票 数

単勝票数 計 250254 的中 � 39416（3番人気）
複勝票数 計 649781 的中 � 63097（3番人気）� 89539（2番人気）� 34770（4番人気）
枠連票数 計 129377 的中 （6－7） 12067（3番人気）
馬連票数 計 484382 的中 �� 39481（3番人気）
馬単票数 計 387477 的中 �� 15062（8番人気）
ワイド票数 計 276877 的中 �� 23315（3番人気）�� 8189（8番人気）�� 10276（6番人気）
3連複票数 計 796042 的中 ��� 20717（8番人気）
3連単票数 計1473958 的中 ��� 9205（30番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエークラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．9．28 中山8着

2011．5．5生 牡3栗 母 オープンマーチ 母母 タマモダイヤモンド 6戦1勝 賞金 8，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルビッチュウ号

04061 2月16日 晴 不良 （26京都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

35 スワーヴカイザー 牡3青 56 F．ベリー 諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 522－ 21：53．8 3．4�
（愛）

611 ヴォルスング 牡3鹿 56 後藤 浩輝有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 21：54．01� 9．2�

47 セントコロナ 牡3栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498± 01：54．21� 14．0�
36 ケルンウィナー 牡3栗 56 藤田 伸二谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 502－ 8 〃 クビ 22．1�
815 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 4 〃 ハナ 2．8�
713 メイショウシシマル 牡3鹿 56 柴田 大知松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 474－ 6 〃 ハナ 115．2	
11 フミノオオゾラ 牡3栗 56 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 444－ 61：55．37 200．0

48 キネオグランデ 牡3栗 56 福永 祐一吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 6．4�
510 ゼンノスサノヲ 牡3栗 56

53 ▲森 一馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 474＋ 41：55．51 128．8�
59 ロワサーブル 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 17．8
23 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 熊沢 重文塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 458± 01：56．03 87．8�
714 ケージーキンカメ 牡3黒鹿56 畑端 省吾川井 五郎氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 454－ 41：56．1� 423．4�
12 デンコウヒノマル 牡3栗 56 武 豊田中 康弘氏 中村 均 浦河 大島牧場 502＋ 41：56．73� 17．3�
612 エイシンヤノゴトク 牡3栗 56 国分 優作�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 458＋ 4 〃 アタマ 129．7�
816 イントゥレジェンド 牡3栗 56 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 486＋121：58．29 18．9�
24 リ ベ リ オ ン 牡3青鹿56 国分 恭介市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 金 宏二 484＋181：59．26 86．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，681，500円 複勝： 45，733，200円 枠連： 15，955，500円
馬連： 54，874，400円 馬単： 34，593，000円 ワイド： 30，808，600円
3連複： 83，588，800円 3連単： 122，870，700円 計： 414，105，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 250円 � 340円 枠 連（3－6） 1，370円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，060円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 30，950円

票 数

単勝票数 計 256815 的中 � 59856（2番人気）
複勝票数 計 457332 的中 � 84738（2番人気）� 47127（4番人気）� 30631（5番人気）
枠連票数 計 159555 的中 （3－6） 8614（6番人気）
馬連票数 計 548744 的中 �� 20559（7番人気）
馬単票数 計 345930 的中 �� 8361（11番人気）
ワイド票数 計 308086 的中 �� 11743（6番人気）�� 7116（13番人気）�� 5258（17番人気）
3連複票数 計 835888 的中 ��� 8409（26番人気）
3連単票数 計1228707 的中 ��� 2930（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．9―36．8―49．6―1：02．3―1：15．4―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴカイザー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Point Given デビュー 2014．2．2 京都5着

2011．2．16生 牡3青 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リベリオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月16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。
（非当選馬） 3頭 バイスブルー号・バフチサライ号・ローレルストーム号
（非抽選馬） 1頭 ルミラークル号
※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。

第２回 京都競馬 第６日



04062 2月16日 晴 不良 （26京都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

816 コリャコリャ 牝3鹿 54 和田 竜二小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 456－ 41：25．8 12．4�
36 メイショウブルック 牝3栗 54 北村 友一松本 好�氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 484－121：25．9� 8．4�
47 アグネスモバイル 牝3鹿 54 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 416± 01：26．11� 5．5�
12 パイレートクイーン 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 432＋ 41：26．2クビ 5．3�

（伊）

612 ジョーリブラン 牝3鹿 54 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 426＋ 61：26．41 75．2	
11 サンレイフレンチ 牝3栗 54 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 412－ 41：26．5� 72．5

611 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿54 藤田 伸二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 484－ 2 〃 ハナ 5．2�
59 ヒロノメビウス 牝3栗 54 国分 優作守内ひろ子氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 452± 01：26．6クビ 14．3�
24 グランソレイユ 牝3栗 54 小林 徹弥 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 426－ 41：26．7� 194．6
48 シセイタマテ 牝3鹿 54 川島 信二猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 白井牧場 448－ 41：27．33� 165．3�
713 スナークパール 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 480＋ 21：27．93� 661．4�
23 ラインハート 牝3鹿 54 福永 祐一 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 442－ 81：28．0� 3．0�
510 ピアノコンクール 牝3栗 54 水口 優也�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 438－ 21：28．74 312．2�
714 ウォーターヴォイス 牝3鹿 54 上村 洋行山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 440－ 21：29．12� 73．4�
35 メ イ ズ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 一馬�イスズ牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 394－ 21：30．48 182．3�
815 クレーンデュヴェル 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 むかわ 上水牧場 474－10 （競走中止） 38．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，953，200円 複勝： 51，075，500円 枠連： 14，299，200円
馬連： 64，551，200円 馬単： 40，593，300円 ワイド： 31，716，800円
3連複： 92，870，600円 3連単： 143，978，500円 計： 468，038，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 410円 � 280円 � 200円 枠 連（3－8） 3，140円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 11，070円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 900円 �� 730円

3 連 複 ��� 8，390円 3 連 単 ��� 63，070円

票 数

単勝票数 計 289532 的中 � 18545（6番人気）
複勝票数 計 510755 的中 � 28960（7番人気）� 48001（5番人気）� 81269（3番人気）
枠連票数 計 142992 的中 （3－8） 3367（18番人気）
馬連票数 計 645512 的中 �� 12640（18番人気）
馬単票数 計 405933 的中 �� 2707（40番人気）
ワイド票数 計 317168 的中 �� 5614（20番人気）�� 8720（14番人気）�� 11011（9番人気）
3連複票数 計 928706 的中 ��� 8174（31番人気）
3連単票数 計1439785 的中 ��� 1685（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．1―47．5―1：00．3―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コリャコリャ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．8．18 小倉8着

2011．5．30生 牝3鹿 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 シセイタマテ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔競走中止〕 クレーンデュヴェル号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症し，向正面で転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 シセイタマテ号は，発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 2頭 キクノアリア号・メイショウナギサ号
※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。

04063 2月16日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（26京都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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：11．2良・重

813 エイシンオスマン 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー
ザンレーシング 486± 03：16．2 34．1�

34 ト ラ バ ン ト 牡6栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 536＋123：17．9大差 16．7�
46 アマノレインジャー 牡6栗 60 北沢 伸也中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 500－ 63：18．11� 34．9�
69 メイショウムシャ 牡4黒鹿 59

57 ▲森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502－ 83：18．31� 3．2�
58 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 59 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 468± 0 〃 アタマ 8．0�
610 ナシュワンヒーロー 牡7栗 60 林 満明間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 466± 03：18．72� 3．9	
33 ゴールデンオブジェ 牡6栗 60 熊沢 重文�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 480－ 63：19．23 15．0

57 プレミアムパス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 492＋183：19．3クビ 11．2�
45 アドマイヤバートン 牡6栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 492＋ 23：19．4� 4．9�
814 エリタージュ 牝4鹿 57 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 456＋ 23：19．5� 20．8
11 ナムラマンジロウ 牡4栗 59 植野 貴也奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 500± 03：21．6大差 126．4�
711	 キャッツインブーツ 牡9栗 60 白浜 雄造山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 526＋ 23：23．3大差 59．8�
22 	 ミルクディッパー 牡5黒鹿60 中村 将之�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 582＋ 43：23．4クビ 162．0�
712 アサクサライジン 牡4栗 59 田村 太雅田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 492＋123：25．1大差 113．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，388，700円 複勝： 34，368，400円 枠連： 18，546，200円
馬連： 44，949，700円 馬単： 29，862，400円 ワイド： 22，499，300円
3連複： 69，666，400円 3連単： 106，833，500円 計： 348，114，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 1，160円 � 640円 � 1，160円 枠 連（3－8） 3，230円

馬 連 �� 17，800円 馬 単 �� 39，500円

ワ イ ド �� 5，190円 �� 10，010円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 134，950円 3 連 単 ��� 651，600円

票 数

単勝票数 計 213887 的中 � 4957（9番人気）
複勝票数 計 343684 的中 � 7647（9番人気）� 14866（8番人気）� 7633（10番人気）
枠連票数 計 185462 的中 （3－8） 4247（11番人気）
馬連票数 計 449497 的中 �� 1864（40番人気）
馬単票数 計 298624 的中 �� 558（85番人気）
ワイド票数 計 224993 的中 �� 1070（43番人気）�� 551（59番人気）�� 961（46番人気）
3連複票数 計 696664 的中 ��� 381（184番人気）
3連単票数 計1068335 的中 ��� 121（928番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 50．7－3F 37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

エイシンオスマン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Luhuk デビュー 2010．6．20 阪神2着

2008．4．29生 牡6鹿 母 ゲ ル ニ カ 母母 Gouache 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 キクノレジーナ号・テイエムドンマイ号・テーオーゼウス号・ノッティングボーイ号



04064 2月16日 晴 重 （26京都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）

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
1：33．0
1：30．7

良
良

713 プリモンディアル 牝3鹿 54 武 豊寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448 ―1：37．2 1．6�
12 インターンシップ 牡3鹿 56 C．デムーロ 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 462 ―1：37．3� 5．7�

（伊）

714 スリーアロー 牝3黒鹿54 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470 ― 〃 ハナ 42．8�
815 ビジュートウショウ 牝3栗 54 池添 謙一トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452 ―1：37．83 8．2�
611 エイシンホルン 牝3鹿 54 後藤 浩輝�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 414 ― 〃 ハナ 131．2�
35 ワキノハクリュウ 牝3芦 54 藤田 伸二脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 432 ―1：38．01� 11．9	
59 ポイントパイパー 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522 ―1：38．1� 224．5

510 ミントジュレップ 牡3青鹿56 F．ベリー 近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446 ―1：38．2� 24．4�

（愛）

48 エアマチュール 牝3青鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452 ―1：38．41� 10．8�
612 タガノエスガール 牝3栗 54 中村 将之八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428 ― 〃 クビ 121．7
24 プリンセスゼット 牝3栗 54 上村 洋行�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 462 ―1：38．5� 111．4�
47 シアワセノキセキ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社
吉田ファーム 444 ―1：38．82 97．3�

816 プロミシングアイズ 牡3栗 56 国分 恭介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 520 ― 〃 アタマ 86．7�

11 セフティーエムアイ 牡3鹿 56 大下 智池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 464 ―1：39．11� 342．4�
23 シ ャ ン テ ィ 牝3栗 54 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 460 ―1：40．05 187．1�
36 ムスカバード 牝3青 54 横山 典弘 �グリーンファーム千田 輝彦 千歳 社台ファーム 452 ―1：40．42� 40．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，839，400円 複勝： 59，384，000円 枠連： 16，626，200円
馬連： 59，026，100円 馬単： 49，393，200円 ワイド： 30，809，600円
3連複： 84，806，300円 3連単： 161，590，600円 計： 496，475，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 550円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 230円 �� 820円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 348394 的中 � 176445（1番人気）
複勝票数 計 593840 的中 � 287283（1番人気）� 74126（2番人気）� 13521（8番人気）
枠連票数 計 166262 的中 （1－7） 27707（1番人気）
馬連票数 計 590261 的中 �� 90319（1番人気）
馬単票数 計 493932 的中 �� 55956（2番人気）
ワイド票数 計 308096 的中 �� 42320（1番人気）�� 8379（8番人気）�� 3531（18番人気）
3連複票数 計 848063 的中 ��� 16389（12番人気）
3連単票数 計1615906 的中 ��� 13401（21番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．4―12．9―12．2―12．2―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．6―49．5―1：01．7―1：13．9―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモンディアル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．2．13生 牝3鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 キネオソレイユ号・ゴルゴネイオン号・サンセットライヴ号・タガノレジーナ号・ニシノヤベケ号・

ピサノナイトレイ号・ファーレンハイト号・プラネタリウム号・マイネシェルブール号
※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。

04065 2月16日 晴 重 （26京都2）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・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
1：20．5
1：19．0

良
良

46 ホッコーサラスター 牝3鹿 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 448－ 21：22．0 15．5�
610 ラブリープラネット 牡3栗 56 福永 祐一�三成社 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 478＋ 61：22．42� 2．6�
58 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 54 北村 友一 �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 434＋ 2 〃 アタマ 29．7�
47 キンシノキセキ 牡3鹿 56 四位 洋文若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 480± 01：22．6� 10．2�
22 フェルメッツァ 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 61：22．81� 3．5	
712 カシノヒカル 牡3鹿 56 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 454± 0 〃 ハナ 84．8

11 	 コスモグラウベ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 454＋ 41：23．01
 6．2�
611 テンシノホホエミ 牝3鹿 54 後藤 浩輝�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 494± 0 〃 クビ 31．9�
35 ロードフォワード 牡3青鹿56 C．デムーロ �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 21：23．1クビ 52．9

（伊）

34 ノボリレジェンド 牝3鹿 54 藤田 伸二原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 436± 01：23．31� 47．6�
23 オベーション 牝3鹿 54 国分 恭介岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 428± 01：23．51 29．6�
815 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54 横山 典弘布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436＋ 21：23．81� 22．1�
713 ペプチドスピカ 牝3鹿 54 上村 洋行沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 408± 01：24．12 50．5�
814 テイエムナデューラ 牝3栗 54 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 430－ 21：24．52� 465．7�
59 インヴォーク 牝3栗 54 和田 竜二�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 416＋ 41：24．92� 21．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，632，300円 複勝： 67，915，400円 枠連： 21，675，600円
馬連： 84，011，700円 馬単： 51，524，800円 ワイド： 45，743，400円
3連複： 124，878，100円 3連単： 198，459，300円 計： 629，840，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 310円 � 150円 � 740円 枠 連（4－6） 660円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 690円 �� 4，450円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 16，890円 3 連 単 ��� 115，060円

票 数

単勝票数 計 356323 的中 � 18186（5番人気）
複勝票数 計 679154 的中 � 52288（5番人気）� 171191（1番人気）� 17984（10番人気）
枠連票数 計 216756 的中 （4－6） 24579（2番人気）
馬連票数 計 840117 的中 �� 35571（6番人気）
馬単票数 計 515248 的中 �� 7428（15番人気）
ワイド票数 計 457434 的中 �� 17257（6番人気）�� 2422（43番人気）�� 6959（17番人気）
3連複票数 計1248781 的中 ��� 5459（48番人気）
3連単票数 計1984593 的中 ��� 1273（314番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．6―11．9―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―45．9―57．8―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーサラスター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．10．26 京都2着

2011．4．17生 牝3鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 5戦2勝 賞金 18，800，000円
〔制裁〕 ホッコーサラスター号の騎手池添謙一は，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50，000円。（被害馬：14

番・13番）
〔その他〕 ノボリレジェンド号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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16日 晴 不良 （26京都2）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ポ レ イ ア 牝5栗 55 武 豊﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B502± 01：53．7 1．9�
79 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 川島 信二ロイヤルパーク 武 宏平 むかわ 安田 幸子 478± 01：53．91� 4．0�
22 メテオーリカ 牝5黒鹿55 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 454－12 〃 クビ 4．4�
55 タマモアルバ 牝4鹿 54 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 472－ 41：54．21� 27．8�
78 ウインクルキラリ 牝4栗 54 熊沢 重文塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 472＋ 6 〃 クビ 10．4�
810� ビックセイラー 牝4芦 54 的場 勇人	槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 B510－101：54．41� 96．3

67 � リンノナイナーズ 牝4鹿 54 柴田 大知栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 惣田 英幸 432－ 41：55．03	 212．9�
44 スカイグラフィティ 牝4芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482± 01：55．1	 41．0�
811� ビコーワンダフル 牝5栗 55 田中 健	レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 432－ 4 〃 ハナ 269．4
66 テイエムナデシコ 牝4黒鹿 54

51 ▲森 一馬竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 482－ 21：55．2クビ 14．7�
33 トーブプリンセス 牝5鹿 55 国分 優作武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 482＋ 81：56．810 242．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，255，800円 複勝： 48，953，300円 枠連： 15，327，000円
馬連： 62，458，300円 馬単： 51，339，600円 ワイド： 29，916，200円
3連複： 93，297，500円 3連単： 217，415，400円 計： 547，963，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（1－7） 280円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 150円 �� 150円 �� 250円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，180円

票 数

単勝票数 計 292558 的中 � 123693（1番人気）
複勝票数 計 489533 的中 � 215898（1番人気）� 78235（2番人気）� 76213（3番人気）
枠連票数 計 153270 的中 （1－7） 41538（1番人気）
馬連票数 計 624583 的中 �� 141525（1番人気）
馬単票数 計 513396 的中 �� 72573（2番人気）
ワイド票数 計 299162 的中 �� 55799（2番人気）�� 56799（1番人気）�� 23618（3番人気）
3連複票数 計 932975 的中 ��� 205364（1番人気）
3連単票数 計2174154 的中 ��� 136019（2番人気）

ハロンタイム 12．4―12．2―13．5―12．8―12．7―12．5―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．6―38．1―50．9―1：03．6―1：16．1―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポ レ イ ア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Rubiano デビュー 2011．11．20 京都1着

2009．4．10生 牝5栗 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy 10戦2勝 賞金 26，450，000円

04067 2月16日 晴 稍重 （26京都2）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

711 アドマイヤツヨシ 牡4鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 462＋122：01．5 3．3�
56 ジ ェ ラ ル ド �5栗 57 F．ベリー �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 02：01．71	 9．7�

（愛）

44 アースザスリー 牝4鹿 54 C．デムーロ �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 474－ 42：02．12	 6．5�
（伊）

33 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 武 豊田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 468± 02：02．63 10．2�
57 タイセイボルト 牡4青鹿56 後藤 浩輝田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 22：02．91
 14．0	
45 シゲルジョウム 牡6鹿 57 北村 友一森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 504＋18 〃 クビ 164．2

813 サンマルホーム 牡4栗 56

53 ▲森 一馬相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 440－ 22：03．0クビ 125．6�

68 ジ リ オ ン 牡4黒鹿56 国分 優作近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 534＋ 4 〃 クビ 60．2�
710 キングデザイヤー 牡4黒鹿56 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 510＋ 82：03．63	 5．9
812 ウエスタンディオ 牡7鹿 57 四位 洋文西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 494＋ 62：03．7	 83．2�
22 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 480＋ 42：03．8クビ 55．3�
69 デインツリー 牡4青鹿56 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 506－ 82：03．9
 3．5�
11 コスモサリー 牝4黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 22：05．07 93．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，807，700円 複勝： 57，869，700円 枠連： 23，745，800円
馬連： 87，373，500円 馬単： 50，634，400円 ワイド： 38，130，300円
3連複： 117，490，500円 3連単： 203，264，800円 計： 613，316，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 270円 � 220円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 680円 �� 450円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 18，100円

票 数

単勝票数 計 348077 的中 � 85319（1番人気）
複勝票数 計 578697 的中 � 128518（1番人気）� 48605（6番人気）� 66685（4番人気）
枠連票数 計 237458 的中 （5－7） 27508（2番人気）
馬連票数 計 873735 的中 �� 34888（10番人気）
馬単票数 計 506344 的中 �� 12375（13番人気）
ワイド票数 計 381303 的中 �� 13552（9番人気）�� 21834（5番人気）�� 13673（8番人気）
3連複票数 計1174905 的中 ��� 24775（15番人気）
3連単票数 計2032648 的中 ��� 8288（58番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―11．9―11．8―12．1―12．2―12．7―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．6―47．5―59．3―1：11．4―1：23．6―1：36．3―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤツヨシ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．1．20 京都2着

2010．1．24生 牡4鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 11戦2勝 賞金 23，427，000円
※タイセイグルーヴィ号は，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。



04068 2月16日 晴 重 （26京都2）第6日 第9競走 ��
��1，900�

お お つ

大 津 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

35 グレートチャールズ 牡5栗 57 福永 祐一吉田 和美氏 吉田 直弘 洞�湖 メジロ牧場 522＋ 61：57．7 26．2�
12 アテンファースト 牡4栗 56 後藤 浩輝玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 484－ 21：58．01	 8．9�
612 レッドサクセサー 牡4青鹿56 C．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 536± 01：58．1	 6．5�

（伊）

510 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿56 藤田 伸二八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 490＋ 21：58．41	 6．0�
23 サンライズスマート 牡5鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 480＋ 21：58．5クビ 4．1�
59 ブラインドサイド 牡5鹿 57 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 510＋221：58．71
 15．7	
713 ラフィングインメイ 牡5黒鹿57 和田 竜二 
社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524－ 21：59．01	 6．7�
815 セルリアンサーロス 牡4栗 56 国分 恭介
イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 510＋ 4 〃 クビ 229．6�
47 コスモシャンハイ 牡5鹿 57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 508± 01：59．1
 239．0
714 イスカンダル 牡4鹿 56 北村 友一前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 61：59．31� 66．4�
24 エクセルフラッグ 牡7鹿 57 的場 勇人橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 512＋ 41：59．51� 401．8�
48 ラインレグルス 牡6鹿 57 池添 謙一大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 508± 02：00．99 100．7�
611 ローマンエンブレム 牡5栗 57 F．ベリー 
ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B528＋ 22：01．11
 20．2�

（愛）

36 マイネルアウストロ 牡8栗 57 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 504－122：01．31
 485．1�

11 � チャンピオンブルー 牡6青鹿57 国分 優作 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 504＋ 22：01．62 172．3�
816 リグヴェーダ 牡4鹿 56 川田 将雅 
社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 454－ 22：01．81� 4．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，029，800円 複勝： 94，793，800円 枠連： 36，260，800円
馬連： 161，365，800円 馬単： 78，852，400円 ワイド： 61，046，300円
3連複： 209，952，700円 3連単： 337，487，900円 計： 1，030，789，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 630円 � 270円 � 240円 枠 連（1－3） 8，570円

馬 連 �� 9，570円 馬 単 �� 22，330円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 2，210円 �� 920円

3 連 複 ��� 16，610円 3 連 単 ��� 168，980円

票 数

単勝票数 計 510298 的中 � 15385（9番人気）
複勝票数 計 947938 的中 � 33725（9番人気）� 97820（6番人気）� 119272（4番人気）
枠連票数 計 362608 的中 （1－3） 3125（24番人気）
馬連票数 計1613658 的中 �� 12444（33番人気）
馬単票数 計 788524 的中 �� 2607（67番人気）
ワイド票数 計 610463 的中 �� 6863（28番人気）�� 6704（29番人気）�� 17054（13番人気）
3連複票数 計2099527 的中 ��� 9334（60番人気）
3連単票数 計3374879 的中 ��� 1474（464番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―29．9―42．5―55．1―1：07．6―1：20．2―1：32．8―1：45．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートチャールズ �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．9．3 札幌4着

2009．3．28生 牡5栗 母 メジロカール 母母 メジロマスキット 19戦3勝 賞金 51，764，000円
〔発走状況〕 ラフィングインメイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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16日 晴 稍重 （26京都2）第6日 第10競走 ��
��1，800�

あ す か

飛鳥ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：44．7
1：44．1

良
良

67 マーティンボロ 牡5青鹿57 川田 将雅吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448－ 41：49．0 4．3�
810 ミルドリーム 牡5青鹿57 C．デムーロ 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 8．3�

（伊）

33 ヘミングウェイ 牡4黒鹿56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480± 01：49．21� 3．5�

44 バッドボーイ 牡4鹿 56 和田 竜二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 520＋121：49．51	 7．0�
811 マ イ ネ マ オ 牝6鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 508± 0 〃 アタマ 96．3�
79 アドマイヤブルー 牡5鹿 57 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 518＋ 4 〃 ハナ 13．8	
66 テ ィ ア ー モ 牝4鹿 54 武 豊 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 428－101：49．81	 10．8

11 タツミリュウ 牡6栗 57 的場 勇人�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 500－ 6 〃 クビ 28．3�
78 マウントシャスタ 牡5鹿 57 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：50．65 3．9
（愛）

22 アイウォントユー 牡7栗 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 470＋ 41：50．7
 182．2�
55 フサイチアソート �9栗 57 国分 優作岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム 450－ 4 〃 クビ 411．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，942，000円 複勝： 109，408，800円 枠連： 35，506，700円
馬連： 196，911，400円 馬単： 101，529，300円 ワイド： 69，966，200円
3連複： 236，639，500円 3連単： 467，344，500円 計： 1，280，248，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 200円 � 140円 枠 連（6－8） 1，370円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 490円 �� 280円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 12，160円

票 数

単勝票数 計 629420 的中 � 115934（3番人気）
複勝票数 計1094088 的中 � 201668（2番人気）� 120957（5番人気）� 239793（1番人気）
枠連票数 計 355067 的中 （6－8） 19235（8番人気）
馬連票数 計1969114 的中 �� 85607（8番人気）
馬単票数 計1015293 的中 �� 24503（15番人気）
ワイド票数 計 699662 的中 �� 33470（7番人気）�� 69652（1番人気）�� 30924（8番人気）
3連複票数 計2366395 的中 ��� 99668（4番人気）
3連単票数 計4673445 的中 ��� 28375（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．9―49．1―1：01．2―1：13．5―1：25．5―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーティンボロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．4 阪神5着

2009．8．20生 牡5青鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 17戦5勝 賞金 63，933，000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。



04070 2月16日 晴 稍重 （26京都2）第6日 第11競走
第107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，25．2．9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，25．2．8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 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

811 デスペラード 牡6鹿 57 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 492＋142：16．0 34．3�
710 トーセンラー 牡6黒鹿58 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474＋142：16．1� 3．7�
79 	 アンコイルド 牡5鹿 56 後藤 浩輝�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 496＋122：16．31
 11．5�
55 ラ キ シ ス 牝4鹿 53 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 アタマ 7．4�
67 ヒットザターゲット 牡6栗 57 C．デムーロ 前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 520＋ 82：16．4� 28．7	

（伊）

33 ジェンティルドンナ 牝5鹿 56 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 478＋ 82：16．5� 1．6

56 アクションスター 牡4栗 55 北村 友一福井 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 472＋ 42：16．6クビ 74．5�
812 トゥザグローリー 牡7鹿 56 F．ベリー �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B536＋ 22：16．81
 73．9�

（愛）

22 コウエイオトメ 牝6鹿 54 池添 謙一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 486＋ 42：16．9� 156．3
44 マイネオーチャード 牝6栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 464± 02：17．0クビ 136．5�
11 トレイルブレイザー 牡7鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント 496＋ 42：17．31� 94．2�
68 コスモロビン 牡6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 532－ 8 〃 アタマ 261．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 265，741，900円 複勝： 629，753，800円 枠連： 113，777，900円
馬連： 596，965，700円 馬単： 495，369，000円 ワイド： 266，007，700円
3連複： 885，958，100円 3連単： 2，925，756，600円 計： 6，179，330，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 1，130円 � 240円 � 450円 枠 連（7－8） 1，980円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 13，700円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，720円 �� 520円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 81，540円

票 数

単勝票数 計2657419 的中 � 61144（6番人気）
複勝票数 計6297538 的中 � 126635（6番人気）� 809266（2番人気）� 362528（4番人気）
枠連票数 計1137779 的中 （7－8） 42573（7番人気）
馬連票数 計5969657 的中 �� 103223（11番人気）
馬単票数 計4953690 的中 �� 26696（27番人気）
ワイド票数 計2660077 的中 �� 57033（10番人気）�� 36335（15番人気）�� 136526（5番人気）
3連複票数 計8859581 的中 ��� 88235（20番人気）
3連単票数 計29257566 的中 ��� 26481（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―25．1―38．3―51．2―1：03．7―1：16．6―1：29．6―1：41．8―1：53．3―2：04．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デスペラード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．1．9 京都14着

2008．2．27生 牡6鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル 30戦8勝 賞金 262，856，000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。

04071 2月16日 晴 重 （26京都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 10，200，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

510 エリアコンプリート 牡5栗 57 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 468± 01：10．7 16．5�
36 � アイアンテール 牡6鹿 57 横山 典弘鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 528＋ 4 〃 クビ 24．8�
11 シゲルシュサ 牝6鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 21：10．8クビ 6．8�
713 ラインオブナイト 牡8鹿 57 F．ベリー �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 544＋12 〃 クビ 19．7�

（愛）

816 ビナスイート 牝5栗 55 柴田 大知井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 490＋ 81：11．11	 32．7	
59 ヴェアリアスムーン 牡5栗 57 川田 将雅小林 秀樹氏 高橋 亮 新冠 三村 卓也 498＋ 21：11．42 8．3

815 ミヤジエルビス 牡4青鹿57 福永 祐一曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 496＋ 61：11．5クビ 2．4�
611 メイショウジビュス 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 466± 0 〃 クビ 92．9�
612 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 464＋ 41：11．6	 108．9�
35 テイクファイア 牡4鹿 57 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 2 〃 ハナ 19．4�
47 ゴーインググレート 牡4栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 476＋ 41：11．91	 6．1�
23 � ゴールドブラザー 牡4栗 57 的場 勇人加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 468＋ 71：12．32
 301．5�
24 ガールズストーリー 牝6黒鹿55 小林 徹弥吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 450＋ 21：12．83 114．2�
714 テイエムチカラ 牡4栗 57 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 504± 01：13．54 25．0�
12 リージェンシー 牝4鹿 55 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496± 01：14．88 9．7�
（伊）

（15頭）
48 � フリスコベイ 牝5栗 55 後藤 浩輝�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 71，416，100円 複勝： 113，444，500円 枠連： 64，259，700円
馬連： 255，319，600円 馬単： 103，015，500円 ワイド： 84，067，300円
3連複： 283，163，400円 3連単： 499，729，200円 計： 1，474，415，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 420円 � 600円 � 250円 枠 連（3－5） 3，360円

馬 連 �� 18，800円 馬 単 �� 32，100円

ワ イ ド �� 3，810円 �� 1，880円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 38，550円 3 連 単 ��� 342，120円

票 数

単勝票数 差引計 714161（返還計 227） 的中 � 34287（6番人気）
複勝票数 差引計1134445（返還計 435） 的中 � 70024（6番人気）� 44943（9番人気）� 138251（3番人気）
枠連票数 差引計 642597（返還計 17） 的中 （3－5） 14149（14番人気）
馬連票数 差引計2553196（返還計 2549） 的中 �� 10701（50番人気）
馬単票数 差引計1030155（返還計 929） 的中 �� 2369（94番人気）
ワイド票数 差引計 840673（返還計 675） 的中 �� 5394（44番人気）�� 11176（25番人気）�� 6635（34番人気）
3連複票数 差引計2831634（返還計 5395） 的中 ��� 5421（116番人気）
3連単票数 差引計4997292（返還計 8807） 的中 ��� 1078（856番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．9―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリアコンプリート �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2011．8．13 小倉6着

2009．2．11生 牡5栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 7戦3勝 賞金 21，900，000円
〔出走取消〕 フリスコベイ号は，疾病〔輸送熱〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リージェンシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月16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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アキノモーグル号・アグネスピンキー号・イエスイットイズ号・キセキノハナ号・ブルーモントレー号
※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。



（26京都2）第6日 2月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 171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

291，260，000円
6，340，000円
2，090，000円
26，730，000円
66，554，000円
5，464，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
686，713，800円
1，377，678，500円
388，918，300円
1，716，245，600円
1，125，454，600円
738，399，400円
2，361，916，100円
5，532，126，800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 13，927，453，100円

総入場人員 26，305名 （有料入場人員 23，905名）
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