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04013 2月1日 晴 重 （27京都2）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

47 バ リ キ 牡3栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 446± 01：12．0 2．5�
48 ハクサンフレンチ 牡3鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 492± 01：12．42� 2．9�
714 セイジャッカル 牡3鹿 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 61：12．61� 15．8�
59 アルーリングトーン 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：12．81� 4．8�
510 メイショウボランチ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三嶋牧場 422－ 4 〃 ハナ 99．8�
713 ダイシンバルカン 牡3鹿 56 松田 大作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482± 01：12．9� 26．7	
12 エンデヴァー 牡3黒鹿56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 41：13．0� 47．8

11 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 北村 友一山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 494－ 21：13．31� 24．5�
35 アクアブルーパサー 牡3黒鹿56 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 478＋ 4 〃 アタマ 11．0�
611 リミットレス 牡3栗 56 秋山真一郎ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486－ 21：13．4� 121．8�
24 ディプロイディ 牡3黒鹿56 高倉 稜加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 542－ 41：13．93 47．0�
36 グロビュール 牡3栗 56 東川 公則高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468－ 21：14．0クビ 186．7�

（笠松）

612 ワールドカップ 牡3黒鹿56 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 464－ 2 〃 クビ 260．7�
815 サトノギアス 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也里見 治氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 448＋ 61：14．31� 71．4�
816 サイクルヒッター 牡3栗 56 川島 信二西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 416－ 21：14．83 340．7�
23 タガノハーデス 牡3黒鹿56 和田 竜二八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 21：15．54 218．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，806，400円 複勝： 34，538，700円 枠連： 18，534，900円
馬連： 56，579，600円 馬単： 35，127，600円 ワイド： 32，378，200円
3連複： 87，111，600円 3連単： 140，130，600円 計： 426，207，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（4－4） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 140円 �� 490円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，850円

票 数

単勝票数 計 218064 的中 � 67753（1番人気）
複勝票数 計 345387 的中 � 90294（2番人気）� 101848（1番人気）� 22802（5番人気）
枠連票数 計 185349 的中 （4－4） 51621（1番人気）
馬連票数 計 565796 的中 �� 152992（1番人気）
馬単票数 計 351276 的中 �� 48103（1番人気）
ワイド票数 計 323782 的中 �� 79056（1番人気）�� 13577（5番人気）�� 14096（4番人気）
3連複票数 計 871116 的中 ��� 64955（2番人気）
3連単票数 計1401306 的中 ��� 35526（3番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．1―11．9―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ リ キ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Miswaki デビュー 2014．7．5 函館3着

2012．5．5生 牡3栗 母 カネスベネフィット 母母 ジャスーラー 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔その他〕 サトノギアス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サトノギアス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年3月1日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04014 2月1日 晴 重 （27京都2）第2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）

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

68 トップディーヴォ 牡3鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 482＋ 21：53．9 1．4�
57 タイガーボス 牡3鹿 56 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456± 01：54．32� 79．1�
711 カラーラビアンコ 牡3芦 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 488＋14 〃 ハナ 35．4�
56 ナムラハンベエ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 506－141：54．62 5．7�
45 ユウキエナージー 牝3黒鹿54 国分 優作ちきり組合 服部 利之 日高 日西牧場 458－ 21：54．92 97．1	
710 ワンダープレジール 牡3黒鹿56 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 438＋ 21：55．11 51．1

22 ビクトリーミノル 牡3栗 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 498＋141：55．2� 31．6�
813 ツーエムカイザー 牡3鹿 56 秋山真一郎水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 482－ 2 〃 ハナ 8．1�
33 ア ン リ オ 牡3鹿 56 浜中 俊寺田 寿男氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：55．94 19．5
812 メモリーデシジョン �3栗 56 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 478－ 21：57．17 12．4�
11 ゼ ー レ 牡3青 56 酒井 学落合 幸弘氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 428－101：57．95 139．1�
69 ローランレーヴ 牡3芦 56

53 ▲義 英真�伊達牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 442－ 61：58．96 292．4�
44 シゲルケンカマツリ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 518＋ 22：00．39 156．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，637，600円 複勝： 101，019，100円 枠連： 15，544，100円
馬連： 55，269，100円 馬単： 45，765，300円 ワイド： 31，764，500円
3連複： 78，418，500円 3連単： 167，868，000円 計： 526，286，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 930円 � 590円 枠 連（5－6） 300円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 700円 �� 9，130円

3 連 複 ��� 15，640円 3 連 単 ��� 45，070円

票 数

単勝票数 計 306376 的中 � 172163（1番人気）
複勝票数 計1010191 的中 � 772223（1番人気）� 6873（9番人気）� 11400（8番人気）
枠連票数 計 155441 的中 （5－6） 39005（2番人気）
馬連票数 計 552691 的中 �� 14570（9番人気）
馬単票数 計 457653 的中 �� 9415（13番人気）
ワイド票数 計 317645 的中 �� 6533（13番人気）�� 12338（7番人気）�� 850（43番人気）
3連複票数 計 784185 的中 ��� 3759（38番人気）
3連単票数 計1678680 的中 ��� 2700（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―37．0―50．0―1：03．1―1：15．8―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

トップディーヴォ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．10．19 京都3着

2012．2．10生 牡3鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 5戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルケンカマツリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月1日まで平地

競走に出走できない。

第２回 京都競馬 第２日



04015 2月1日 晴 重 （27京都2）第2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

712 フミノミニスター 牡3鹿 56 藤岡 佑介谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 502－ 21：24．9 14．1�
69 ビーチパラソル 牝3芦 54

52 △小崎 綾也谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470＋ 41：25．0� 4．2�
610 スーサンジョイ 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 498－ 61：25．42� 6．5�
34 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 416± 01：25．5クビ 69．0�
57 シルバーソード 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 21：25．6� 2．3�
58 ナリタノヘア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政�オースミ 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 426－ 61：25．81� 177．1	
45 ナムラヒューマン 牡3芦 56 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 472－ 41：26．01� 14．4

814 ソルフェジオ 牝3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 81：26．32 7．2�
711 キングヴァラール 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 496＋ 21：26．4� 37．2�
11 ボストンマリ 牝3黒鹿54 幸 英明山上 和良氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 4 〃 アタマ 42．1
33 テイエムトラネコ 牡3芦 56 花田 大昂竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 468＋ 21：26．82� 22．9�
22 メイショウコウテン 牝3鹿 54 竹之下智昭松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 岡部牧場 444－ 41：27．43� 250．7�
813 ダンスアンドボイス 牝3鹿 54 酒井 学 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B460± 01：27．93 87．9�
46 マックスムーヴァ 牡3栗 56 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 482＋ 61：28．11	 38．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，924，700円 複勝： 42，203，600円 枠連： 17，075，000円
馬連： 59，525，900円 馬単： 36，582，900円 ワイド： 37，032，100円
3連複： 86，613，400円 3連単： 123，456，500円 計： 431，414，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 340円 � 180円 � 210円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，270円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 44，590円

票 数

単勝票数 計 289247 的中 � 16317（5番人気）
複勝票数 計 422036 的中 � 27165（6番人気）� 68680（2番人気）� 54341（3番人気）
枠連票数 計 170750 的中 （6－7） 12406（5番人気）
馬連票数 計 595259 的中 �� 17279（10番人気）
馬単票数 計 365829 的中 �� 4930（21番人気）
ワイド票数 計 370321 的中 �� 7660（15番人気）�� 7369（16番人気）�� 14736（7番人気）
3連複票数 計 866134 的中 ��� 10831（15番人気）
3連単票数 計1234565 的中 ��� 2007（148番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―12．1―12．2―12．3―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．3
3 ・（12，7，10）（8，11）（5，14，9）（4，6，13）2（1，3） 4 12（7，10）（8，11）9（5，14）（4，6）13，1（2，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノミニスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2015．1．17 京都5着

2012．4．21生 牡3鹿 母 ウィンワーシップ 母母 カチウマキャシー 2戦1勝 賞金 5，600，000円

04016 2月1日 晴 重 （27京都2）第2日 第4競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 ブ チ コ 牝3白 54 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：52．2 1．7�

44 バスタータイプ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 510＋ 21：52．83� 4．6�
67 オールブラッシュ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 147．6�
55 オールマンリバー 牡3黒鹿56 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 486＋ 41：53．01 8．9�
66 サージェントバッジ 牡3黒鹿56 幸 英明大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：53．21� 60．4	
79 ロングスピーク 牡3鹿 56 A．シュタルケ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 572－ 2 〃 ハナ 32．7


（独）

810 ヒルノマレット 牡3黒鹿 56
54 △小崎 綾也�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 490＋ 41：53．52 18．1�

22 ドリームタイド 牡3鹿 56 川田 将雅セゾンレースホース� 中村 均 新冠 つつみ牧場 526－ 41：53．71� 5．5�
811 ウインユニファイド 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 21：54．76 87．2
78 リヴゴーシュ 牡3栗 56 川島 信二�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534＋12 〃 クビ 148．0�
11 テイエムグンカン 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 502－ 21：54．8� 19．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，233，300円 複勝： 51，508，900円 枠連： 13，120，900円
馬連： 68，060，800円 馬単： 49，429，900円 ワイド： 42，489，900円
3連複： 94，749，300円 3連単： 195，206，500円 計： 561，799，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，150円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，380円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 18，280円

票 数

単勝票数 計 472333 的中 � 212904（1番人気）
複勝票数 計 515089 的中 � 192223（1番人気）� 87561（2番人気）� 5717（10番人気）
枠連票数 計 131209 的中 （3－4） 26279（1番人気）
馬連票数 計 680608 的中 �� 130068（1番人気）
馬単票数 計 494299 的中 �� 61647（1番人気）
ワイド票数 計 424899 的中 �� 78036（1番人気）�� 3805（23番人気）�� 2522（31番人気）
3連複票数 計 947493 的中 ��� 9053（23番人気）
3連単票数 計1952065 的中 ��� 7740（55番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．8―13．1―13．0―12．7―12．7―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．5―49．6―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブ チ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．25 京都5着

2012．4．27生 牝3白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 5戦2勝 賞金 15，650，000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。



04017 2月1日 晴 良 （27京都2）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：56．8
1：56．1

良
良

55 オメガゴールドレイ 牡3栃栗56 岩田 康誠原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484 ―2：06．1 3．9�
812 アグネスエーデル 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 500 ― 〃 ハナ 5．0�
33 サンライズフルール 牡3栗 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 454 ―2：06．31� 33．0�
710 ワイドグローリー 牡3鹿 56 松山 弘平幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 478 ―2：06．51 13．9�
11 ブライアローズ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �シルクレーシング 吉田 直弘 日高 北田 剛 466 ―2：06．71	 20．0�

（独）

56 レパードクリフ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和子氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484 ―2：07．01
 1．9	
68 ゼンノアヴィット 牡3鹿 56 秋山真一郎大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 498 ―2：07．21	 18．3

811 アルランピード 牡3鹿 56 勝浦 正樹西森 鶴氏 戸田 博文 浦河 杵臼斉藤牧場 488 ―2：07．3� 47．2�
22 クレイヴソリッシュ 牡3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508 ―2：07．51	 47．9�
79 スズカノーチラス 牡3鹿 56 川島 信二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 442 ― 〃 アタマ 138．3
44 イイデサンキュー 牝3鹿 54 松田 大作 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 446 ― 〃 クビ 47．0�
67 カリスマサンバゴ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 482 ―2：09．3大差 127．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，230，700円 複勝： 36，867，300円 枠連： 14，652，600円
馬連： 56，684，600円 馬単： 41，490，600円 ワイド： 32，700，100円
3連複： 72，150，300円 3連単： 141，668，800円 計： 426，445，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 200円 � 670円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，670円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，970円 3 連 単 ��� 32，270円

票 数

単勝票数 計 302307 的中 � 60824（2番人気）
複勝票数 計 368673 的中 � 53977（2番人気）� 53240（3番人気）� 11141（7番人気）
枠連票数 計 146526 的中 （5－8） 31194（1番人気）
馬連票数 計 566846 的中 �� 34292（4番人気）
馬単票数 計 414906 的中 �� 13379（7番人気）
ワイド票数 計 327001 的中 �� 20158（3番人気）�� 4807（19番人気）�� 5005（18番人気）
3連複票数 計 721503 的中 ��� 6030（25番人気）
3連単票数 計1416688 的中 ��� 3182（94番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．7―13．2―13．4―13．2―12．9―12．4―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―38．3―51．5―1：04．9―1：18．1―1：31．0―1：43．4―1：54．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガゴールドレイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．5．11生 牡3栃栗 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 アグネスエーデル号の騎手小崎綾也は，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30，000円。（被害馬：10

番・5番）
※レパードクリフ号は，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。

04018 2月1日 晴 良 （27京都2）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：19．9
1：19．0

良
良

811 ヤマカツエース 牡3栗 56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492－ 21：22．2 6．4�
11 キッズライトオン 牡3栗 56 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 41：22．41� 5．8�
79 クイーンズターフ 牝3青鹿54 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 クビ 3．9�
810 ブラッククローバー 牡3黒鹿56 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 480＋ 61：22．71� 11．4�
66 ウインバニラスカイ 牝3芦 54 A．シュタルケ�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 450＋ 4 〃 アタマ 23．5	

（独）

55 ウインソワレ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 454－ 4 〃 クビ 3．5

33 テイエムダンシング 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 468± 01：22．8� 30．0�
67 	 ネイチャークルーズ 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 笹野 博司 日高 下河辺牧場 462－ 21：22．9
 279．2

（笠松） （笠松）

78 ド ル メ ロ 牡3黒鹿56 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 浦河 高村牧場 462＋161：23．11
 8．9�
22 	 キモンイーグル 牝3栗 54 東川 公則小林 祥晃氏 後藤 正義 新ひだか 伊藤 敏明 424－ 71：23．2
 101．7�

（笠松） （笠松）

44 カノヤカンザクラ 牡3栗 56 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 508± 01：23．83
 9．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，894，200円 複勝： 47，264，900円 枠連： 18，120，200円
馬連： 69，850，100円 馬単： 40，052，400円 ワイド： 34，636，800円
3連複： 86，340，200円 3連単： 138，885，300円 計： 466，044，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 170円 � 160円 枠 連（1－8） 1，000円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 560円 �� 530円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 15，560円

票 数

単勝票数 計 308942 的中 � 38222（4番人気）
複勝票数 計 472649 的中 � 64680（4番人気）� 74840（3番人気）� 79479（2番人気）
枠連票数 計 181202 的中 （1－8） 14013（5番人気）
馬連票数 計 698501 的中 �� 33348（6番人気）
馬単票数 計 400524 的中 �� 9390（15番人気）
ワイド票数 計 346368 的中 �� 15503（6番人気）�� 16554（5番人気）�� 19141（4番人気）
3連複票数 計 863402 的中 ��� 26487（5番人気）
3連単票数 計1388853 的中 ��� 6469（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．4―47．1―58．9―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．1
3 ・（6，10）4（1，3，8）11－（9，5）2－7 4 ・（6，10）（1，3，4）（8，5）11，9，2，7

勝馬の
紹 介

ヤマカツエース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．6．22 函館6着

2012．3．22生 牡3栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 6戦2勝 賞金 19，794，000円
〔制裁〕 カノヤカンザクラ号の騎手小牧太は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

ドルメロ号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



04019 2月1日 晴 重 （27京都2）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

55 トゥザレジェンド 牝5栗 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526－141：53．5 2．1�
89 サンレイフローラ 牝5鹿 55

53 △岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B452± 01：53．71� 10．6�
88 スズカシャーマン 牝4芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 446－ 4 〃 アタマ 3．1�
33 ビジュートウショウ 牝4栗 54 荻野 琢真トウショウ産業� 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＋ 21：54．12� 6．5�
44 � ジューンヴィエナ 牝4鹿 54

51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 428± 01：54．2クビ 6．9	
77 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 404± 01：55．26 21．8

22 サ チ ヒ メ 牝5青鹿55 古川 吉洋林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 444－ 51：55．41� 112．7�
66 ポイントキセキ 牝5栗 55

53 △小崎 綾也合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 510＋ 21：56．03� 68．2�

11 ヒ ラ リ ア ス 牝4鹿 54
53 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 456－ 41：56．42� 58．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，821，300円 複勝： 33，137，700円 枠連： 14，527，300円
馬連： 59，276，100円 馬単： 41，752，000円 ワイド： 29，491，600円
3連複： 71，797，900円 3連単： 172，678，800円 計： 450，482，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 360円 �� 190円 �� 320円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 278213 的中 � 101604（1番人気）
複勝票数 計 331377 的中 � 77378（1番人気）� 49934（5番人気）� 66124（2番人気）
枠連票数 計 145273 的中 （5－8） 44195（1番人気）
馬連票数 計 592761 的中 �� 45362（4番人気）
馬単票数 計 417520 的中 �� 23114（5番人気）
ワイド票数 計 294916 的中 �� 18502（7番人気）�� 45870（1番人気）�� 21784（5番人気）
3連複票数 計 717979 的中 ��� 77417（3番人気）
3連単票数 計1726788 的中 ��� 35877（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．9―13．4―13．1―12．8―12．3―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．8―50．2―1：03．3―1：16．1―1：28．4―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥザレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．4．5生 牝5栗 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 15戦3勝 賞金 35，600，000円
〔制裁〕 ビジュートウショウ号の騎手荻野琢真は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・9番）

04020 2月1日 晴 重 （27京都2）第2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，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
1：09．1
1：08．7

重
重

56 ラフジェントリー 牡5黒鹿57 岩田 康誠今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ
ネツ牧場 B506＋ 81：11．2 6．6�

811 ジェネシスロック 牡5鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：11．62� 3．8�
33 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 浜中 俊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486± 01：11．92 4．7�
710 テイクファイア 牡5鹿 57 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476－141：12．0クビ 3．5�
55 ボールドジャパン 牡4鹿 56 川田 将雅増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 516－ 61：12．1� 11．9�
79 � ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 勝浦 正樹髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B478－ 21：12．42 88．1�
67 ロードメビウス 牡4鹿 56 和田 竜二 	ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 4 〃 クビ 18．2

22 ド ン マ ネ ー 牡5黒鹿 57

55 △小崎 綾也山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 478＋ 61：12．61� 7．3�
44 デルマアラレチャン 牝4鹿 54

51 ▲城戸 義政浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 474＋121：12．81� 33．0�
11 サーシスリーフ 牡5鹿 57 A．シュタルケ 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B504± 01：13．22� 53．3
（独）

812� クリノツネチャン 牝4栗 54 	島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 434± 01：13．4
 220．8�
68 � クリノロブソン 牡5黒鹿57 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 浦河 ダイヤモンドファーム 446－ 41：13．72 184．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，630，900円 複勝： 53，051，300円 枠連： 22，092，500円
馬連： 91，510，400円 馬単： 48，886，300円 ワイド： 43，773，800円
3連複： 107，157，300円 3連単： 182，744，600円 計： 582，847，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 160円 � 160円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 540円 �� 420円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 336309 的中 � 40596（4番人気）
複勝票数 計 530513 的中 � 66956（4番人気）� 86001（3番人気）� 87743（2番人気）
枠連票数 計 220925 的中 （5－8） 19382（3番人気）
馬連票数 計 915104 的中 �� 46840（8番人気）
馬単票数 計 488863 的中 �� 11318（17番人気）
ワイド票数 計 437738 的中 �� 20061（7番人気）�� 27178（3番人気）�� 23745（5番人気）
3連複票数 計1071573 的中 ��� 39824（4番人気）
3連単票数 計1827446 的中 ��� 10012（40番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．8―11．8―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフジェントリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．1．27 中京10着

2010．3．2生 牡5黒鹿 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 20戦3勝 賞金 33，430，000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。



04021 2月1日 晴 良 （27京都2）第2日 第9競走 ��
��2，000�

い な り

稲 荷 特 別
発走14時25分 （芝・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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 キングストーン 牡4鹿 56 岩田 康誠寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504＋ 42：02．1 1．5�
44 オウケンブラック 牡4鹿 56 川田 将雅福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 466± 02：02．31	 8．6�
33 ベ ル ニ ー ニ 牡6鹿 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 490＋222：02．4
 6．8�
11 トニーポケット 牡6鹿 57 A．シュタルケ 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 484＋ 62：02．61� 34．5�
（独）

22 � メイショウテッサイ 牡7鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 502＋ 2 〃 クビ 56．3�
66 カッパドキア 牡5黒鹿57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 466± 02：02．8
 11．2�
55 シュピッツェ 牝6鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 488＋ 42：02．9	 38．9	
88 サンライズタイセイ 牡5鹿 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 486＋142：03．0
 5．6


（8頭）

売 得 金
単勝： 41，798，200円 複勝： 88，101，300円 枠連： 発売なし
馬連： 100，221，200円 馬単： 71，338，800円 ワイド： 44，286，500円
3連複： 104，922，900円 3連単： 337，232，900円 計： 787，901，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 250円 �� 200円 �� 580円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，800円

票 数

単勝票数 計 417982 的中 � 217567（1番人気）
複勝票数 計 881013 的中 � 589996（1番人気）� 61629（3番人気）� 57252（4番人気）
馬連票数 計1002212 的中 �� 134104（3番人気）
馬単票数 計 713388 的中 �� 69843（3番人気）
ワイド票数 計 442865 的中 �� 46368（3番人気）�� 64303（2番人気）�� 16079（10番人気）
3連複票数 計1049229 的中 ��� 86834（4番人気）
3連単票数 計3372329 的中 ��� 87207（9番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．8―12．8―12．7―12．9―12．2―11．4―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―37．7―50．5―1：03．2―1：16．1―1：28．3―1：39．7―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．8
1
3
7，4，3，1（5，8）2，6
7，4（3，8）1，5，2，6

2
4
7，4（3，8）1，5，2，6
7，4（3，8）1（2，5）6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングストーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．24 京都3着

2011．3．6生 牡4鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー 9戦3勝 賞金 45，646，000円
〔制裁〕 サンライズタイセイ号の騎手浜中俊は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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。

04022 2月1日 晴 良 （27京都2）第2日 第10競走 ��
��2，400�

しょうらい

松籟ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，26．2．1以降27．1．25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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

68 アドマイヤスピカ 牡5栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 492－ 22：24．7 5．1�
56 ヤマニンボワラクテ 牡4鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 500－ 22：25．33� 6．1�
711 エーシンハクリュー 牡5芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 512＋ 4 〃 アタマ 2．7�
812 ス ノ ー ド ン 牡6黒鹿55 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 6 〃 クビ 18．9�
22 トウカイオーロラ 牡8黒鹿54 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 490± 02：25．4� 23．2�
69 ロングリバイバル 牡4鹿 54 幸 英明中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 498－ 22：25．5� 7．9	
44 メイクアップ 牡4栗 54 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 468± 02：25．6� 14．0

33 アドマイヤバラード 牡6栗 55 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 534＋ 42：25．7� 19．7�
57 マイネアルナイル 牝6青鹿52 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 6 〃 アタマ 48．6�
11 フェデラルホール 牡6黒鹿56 浜中 俊吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム B496＋122：25．91� 10．3
45 ツルミプラチナム 牡8黒鹿53 荻野 琢真�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 486＋102：26．32� 213．4�
710	 エーシンマックス 牡5栗 54 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 508＋ 22：27．04 23．2�
813 ダイシンブラック 牡6鹿 54 A．シュタルケ 大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 490＋ 22：28．38 49．3�

（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，176，600円 複勝： 97，630，700円 枠連： 41，445，600円
馬連： 195，925，200円 馬単： 89，114，600円 ワイド： 86，736，800円
3連複： 245，083，100円 3連単： 377，391，900円 計： 1，189，504，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 170円 � 130円 枠 連（5－6） 1，080円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 590円 �� 330円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 13，790円

票 数

単勝票数 計 561766 的中 � 87769（2番人気）
複勝票数 計 976307 的中 � 161252（2番人気）� 127304（3番人気）� 226721（1番人気）
枠連票数 計 414456 的中 （5－6） 29714（3番人気）
馬連票数 計1959252 的中 �� 70531（6番人気）
馬単票数 計 891146 的中 �� 15643（15番人気）
ワイド票数 計 867368 的中 �� 34752（4番人気）�� 69266（1番人気）�� 61882（2番人気）
3連複票数 計2450831 的中 ��� 99603（1番人気）
3連単票数 計3773919 的中 ��� 19832（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．1―23．2―34．3―46．6―58．9―1：11．1―1：23．6―1：36．5―1：48．5―2：00．8―2：12．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤスピカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．2 阪神4着

2010．2．23生 牡5栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 21戦5勝 賞金 98，568，000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。

２レース目



04023 2月1日 晴 良 （27京都2）第2日 第11競走 ��
��1，200�第20回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，26．2．1以降27．1．25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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 679，000円 194，000円 97，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 アンバルブライベン 牝6鹿 55．5 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：07．9 4．4�
12 サドンストーム 牡6栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 21：08．0� 6．7�
815 セイコーライコウ 牡8鹿 57 藤岡 康太竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 506＋ 81：08．1� 36．7�
47 ベステゲシェンク 牡5鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 10．7�
24 バクシンテイオー 牡6鹿 54 A．シュタルケ 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：08．2クビ 12．3�

（独）

36 ブルーストーン 牝4黒鹿51 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 8 〃 クビ 76．9�

11 	 ヘニーハウンド 牡7栗 56 浜中 俊林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast
Farms, LLC 512＋ 61：08．41
 18．9	

612 スギノエンデバー 牡7鹿 56 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 476＋181：08．61
 93．1

59 	 エイシンブルズアイ 牡4栗 56 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 468＋ 41：08．7クビ 3．9�
611 ルナフォンターナ 牝6栗 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：08．8� 14．3
510� マジンプロスパー 牡8栗 58 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 526＋141：08．9� 66．0�
714 ベ ル カ ン ト 牝4栗 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 484＋ 21：09．21� 11．5�
816 カ オ ス モ ス 牡5鹿 56 池添 謙一小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 518＋ 21：09．3� 18．1�
713 ホウライアキコ 牝4鹿 53 和田 竜二小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 456± 0 〃 クビ 21．0�
817 メイショウツガル 牡7鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 488＋141：09．4� 60．6�
35 ワキノブレイブ 牡5青鹿56 四位 洋文脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 502＋ 8 〃 ハナ 23．8�
48 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿54 松山 弘平小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 466－ 61：09．5� 72．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 154，803，400円 複勝： 220，148，100円 枠連： 143，025，200円
馬連： 668，167，400円 馬単： 283，718，100円 ワイド： 254，032，100円
3連複： 984，816，000円 3連単： 1，604，171，700円 計： 4，312，882，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 220円 � 780円 枠 連（1－2） 890円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，780円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 21，400円 3 連 単 ��� 80，310円

票 数

単勝票数 計1548034 的中 � 280907（2番人気）
複勝票数 計2201481 的中 � 381419（2番人気）� 271016（3番人気）� 56592（12番人気）
枠連票数 計1430252 的中 （1－2） 123754（2番人気）
馬連票数 計6681674 的中 �� 317813（3番人気）
馬単票数 計2837181 的中 �� 71221（4番人気）
ワイド票数 計2540321 的中 �� 102914（3番人気）�� 22928（32番人気）�� 14818（51番人気）
3連複票数 計9848160 的中 ��� 34504（75番人気）
3連単票数 計16041717 的中 ��� 14481（230番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．1―11．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―33．9―45．1―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 ・（3，8）14（1，10）（6，16）9（4，5，13）11（2，7，17）12，15 4 ・（3，8）（1，10，14）（4，6，16）（9，13）2（5，11）（15，7）（12，17）

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー 2012．1．8 京都2着

2009．2．17生 牝6鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール 26戦8勝 賞金 189，888，000円
※出走取消馬 プリンセスメモリー号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アイラブリリ号・カフェシュプリーム号・クリーンエコロジー号・サカジロロイヤル号・ハノハノ号・

マコトナワラタナ号
※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。

04024 2月1日 晴 重 （27京都2）第2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）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 チェスナットバロン 牡6栗 57 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 568± 01：52．2 3．4�

44 メイショウソラーレ 牡5鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 486± 01：52．3� 7．4�
810 ベストリガーズ 牡7鹿 57 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 534－ 21：52．61� 3．6�
78 スズカルパン 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470－ 4 〃 クビ 8．2�
55 グレンガイル 牡4鹿 56 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 4．2	
67 ナムラドキョウ 牡5芦 57 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 530＋201：53．13 20．4

33 ロゼッタストーン 牡6鹿 57

55 △小崎 綾也太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 474＋ 41：53．52	 26．8�
66 シゲルモトナリ 牡8黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 石橋 守 新冠 松本 信行 530－ 41：53．71
 109．5�
11 テイエムボッケモン 牡4栗 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 502＋12 〃 ハナ 53．3
811 タガノコルコバード 牡4鹿 56

53 ▲城戸 義政八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 442± 01：53．8クビ 48．4�
79 ショウナンマオ 牝6鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 01：59．7大差 16．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，850，300円 複勝： 66，378，900円 枠連： 34，594，300円
馬連： 169，594，000円 馬単： 89，454，000円 ワイド： 69，293，700円
3連複： 202，059，700円 3連単： 407，380，700円 計： 1，092，605，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 130円 枠 連（2－4） 1，240円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 440円 �� 250円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 538503 的中 � 124119（1番人気）
複勝票数 計 663789 的中 � 126498（2番人気）� 80464（5番人気）� 148096（1番人気）
枠連票数 計 345943 的中 （2－4） 21479（6番人気）
馬連票数 計1695940 的中 �� 104497（4番人気）
馬単票数 計 894540 的中 �� 33325（7番人気）
ワイド票数 計 692937 的中 �� 38354（5番人気）�� 80014（1番人気）�� 32906（7番人気）
3連複票数 計2020597 的中 ��� 110551（3番人気）
3連単票数 計4073807 的中 ��� 39856（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．9―50．0―1：03．2―1：15．9―1：28．1―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チェスナットバロン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー 2011．8．14 札幌1着

2009．2．26生 牡6栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 12戦4勝 賞金 45，504，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンマオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月1日まで平地競走

に出走できない。

４レース目



（27京都2）第2日 2月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 147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

251，160，000円
4，160，000円
6，460，000円
1，650，000円
23，160，000円
59，139，000円
4，111，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
557，807，600円
871，850，500円
352，732，600円
1，650，664，400円
872，712，500円
738，616，100円
2，221，220，200円
3，988，816，300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 11，254，420，200円

総入場人員 17，811名 （有料入場人員 16，140名）
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