
04041 2月8日 晴 良 （27京都2）第4日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

36 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442＋ 62：16．8 2．2�
48 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 北村 友一大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 484＋ 2 〃 クビ 9．6�
714 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470－ 42：16．9クビ 10．6�

（独）

24 ルートヴィヒコード 牡3鹿 56 藤田 伸二�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 6 〃 クビ 20．4�

12 マイネルリコルド 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 496＋10 〃 ハナ 29．7	

35 グローリアスレイ 牝3芦 54 秋山真一郎日下部勝德氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 42：17．11� 75．7

713 レッドサバス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 468± 02：17．2	 4．6�
612 アウトゼアー 牡3鹿 56 太宰 啓介薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 496± 02：17．3
 33．3�
510 デンコウインパルス 牡3鹿 56 浜中 俊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 476－ 4 〃 クビ 11．2
59 ウインアシュリン 牝3栗 54

51 ▲義 英真�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 62：17．4クビ 251．8�
23 トップモーリー 牡3鹿 56 幸 英明林 正道氏 森田 直行 新ひだか 飛野牧場 470± 02：17．93 8．7�
815 ゼットスマイル 牡3栗 56 池添 謙一�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 490－ 2 〃 クビ 24．6�
11 グッドウィーク 牡3青鹿56 国分 恭介山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 518± 02：18．11� 376．2�
816 トミースマイル 牡3芦 56 �島 良太北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 62：18．73
 242．5�
611 コスモスピカ 牡3鹿 56 酒井 学 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 秋場牧場 494＋ 42：19．65 204．4�
47 マイネルカサドール 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 430＋ 42：20．13 453．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，380，600円 複勝： 41，125，600円 枠連： 16，768，400円
馬連： 61，993，900円 馬単： 35，985，500円 ワイド： 34，396，400円
3連複： 80，963，600円 3連単： 120，590，100円 計： 422，204，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 250円 枠 連（3－4） 1，160円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 440円 �� 600円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 303806 的中 � 109108（1番人気）
複勝票数 計 411256 的中 � 108018（1番人気）� 41306（3番人気）� 34656（5番人気）
枠連票数 計 167684 的中 （3－4） 11130（4番人気）
馬連票数 計 619939 的中 �� 49103（2番人気）
馬単票数 計 359855 的中 �� 17336（3番人気）
ワイド票数 計 343964 的中 �� 21349（2番人気）�� 14826（6番人気）�� 6729（14番人気）
3連複票数 計 809636 的中 ��� 20055（6番人気）
3連単票数 計1205901 的中 ��� 10038（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．8―13．0―12．7―13．4―13．5―12．2―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―36．5―49．5―1：02．2―1：15．6―1：29．1―1：41．3―1：52．9―2：04．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンバーグリスキー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．9．28 新潟2着

2012．4．1生 牡3鹿 母 ア ー ヴ ェ イ 母母 Anna Amalia 4戦1勝 賞金 9，800，000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 チェリーポセイドン号
※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。

04042 2月8日 晴 良 （27京都2）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時50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

47 ヴ ェ ネ ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424 ―1：35．8 1．6�

11 ブラックムーン 牡3鹿 56 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 482 ― 〃 ハナ 15．0�
48 ファヴォリート 牡3栗 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524 ―1：36．54 5．7�

（独）

714 リアンシチー 牝3鹿 54
51 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 428 ― 〃 クビ 60．5�

510 エクラドレーヴ 牝3栗 54 和田 竜二 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 402 ―1：36．6� 9．3	
713 アキトホウオウ 牡3栗 56 川田 将雅岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム 462 ―1：36．7クビ 22．2

815 テルメディカラカラ 牝3黒鹿54 武 豊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 454 ―1：37．02 10．8�
612 リッチガール 牝3栗 54 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：37．21� 24．4�
23 イッツアトウショウ 牝3栗 54 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450 ―1：37．62� 165．8
611 アサクサフルート 牝3鹿 54 田中 博康山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 434 ―1：38．02� 254．9�
24 ラウレアワヒネ 牝3栗 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 458 ―1：38．1� 49．9�
36 ウォーターセドナ 牡3芦 56 小牧 太山岡 良一氏 �島 一歩 新ひだか 増本牧場 510 ― 〃 クビ 58．7�
816 バレリーフォンテン 牝3鹿 54 国分 恭介吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 424 ―1：38．84 224．6�
35 トウカイネオ 牝3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 416 ―1：39．65 27．2�
59 ア メ 牝3鹿 54 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 日高 下河辺牧場 474 ―1：42．0大差 165．7�
12 マンテンスター 牝3青鹿54 国分 優作サン 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 430 ―1：44．2大差 239．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，766，900円 複勝： 39，235，900円 枠連： 16，402，300円
馬連： 52，156，000円 馬単： 37，977，000円 ワイド： 28，173，300円
3連複： 65，442，300円 3連単： 114，931，200円 計： 384，084，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 240円 � 140円 枠 連（1－4） 850円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 297669 的中 � 145545（1番人気）
複勝票数 計 392359 的中 � 174779（1番人気）� 22834（5番人気）� 57681（2番人気）
枠連票数 計 164023 的中 （1－4） 14905（4番人気）
馬連票数 計 521560 的中 �� 32838（4番人気）
馬単票数 計 379770 的中 �� 18728（5番人気）
ワイド票数 計 281733 的中 �� 16396（4番人気）�� 33839（1番人気）�� 6569（12番人気）
3連複票数 計 654423 的中 ��� 27162（4番人気）
3連単票数 計1149312 的中 ��� 12563（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―48．0―1：00．3―1：12．4―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ネ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire 初出走

2012．3．24生 牡3鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ファヴォリート号の騎手A．シュタルケは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメ号・マンテンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月8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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カルシャン号・マースキングズ号
※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。


