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04073 2月21日 晴 良 （27京都2）第7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 サウスリバティー 牡3栗 56 浜中 俊南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 454＋ 21：13．1 6．6�
35 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 470－ 21：13．41� 5．3�
12 コロマンデル 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 3．5�
47 � カルーセルフリック 牡3栗 56 C．デムーロ �シルクレーシング 中内田充正 米 Robert McDowell

& Charles DeCou B510＋ 81：13．71� 2．9�
（仏）

815� セイウンデライラ 牝3栗 54 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &
Thorne,Inc. 488＋ 4 〃 クビ 15．0�

510 ロングヒット 牡3鹿 56 小林 徹弥中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム 458－ 21：14．12	 11．4	

611 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 420－ 61：14．2クビ 166．9�

24 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54
53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 2 〃 クビ 108．1�

714 デスティーノトップ 牡3鹿 56 熊沢 重文名古屋友豊
 宮本 博 日高 下河辺牧場 B566－10 〃 ハナ 37．0
713 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 492－ 21：14．41
 57．6�
11 マルトクビクトリー 牝3鹿 54 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 458－ 21：14．72 20．1�
23 ロードグロワール 牡3鹿 56 田中 健 
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 450± 01：14．91
 96．5�
816 メイショウタケツル 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 534－ 81：15．32	 63．5�
59 サイクルヒッター 牡3栗 56 太宰 啓介西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 416± 01：15．72	 300．5�
36 パ テ ィ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 436＋ 81：15．8クビ 347．7�
48 ティーエスヘリオ 牡3鹿 56 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 新ひだか 片岡 博 438－ 41：16．12 653．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，388，300円 複勝： 36，574，500円 枠連： 11，210，300円
馬連： 49，703，100円 馬単： 28，833，900円 ワイド： 29，721，300円
3連複： 71，086，900円 3連単： 97，904，000円 計： 347，422，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 1，670円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 540円 �� 580円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 223883 的中 � 26798（4番人気）
複勝票数 計 365745 的中 � 32022（4番人気）� 66967（3番人気）� 85246（2番人気）
枠連票数 計 112103 的中 （3－6） 5176（8番人気）
馬連票数 計 497031 的中 �� 23784（6番人気）
馬単票数 計 288339 的中 �� 6518（12番人気）
ワイド票数 計 297213 的中 �� 13562（5番人気）�� 12497（6番人気）�� 24880（3番人気）
3連複票数 計 710869 的中 ��� 27414（5番人気）
3連単票数 計 979040 的中 ��� 4820（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．7―12．1―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．6―47．7―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスリバティー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．16 小倉5着

2012．2．28生 牡3栗 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 7戦1勝 賞金 8，200，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シュンイキ号
（非抽選馬） 2頭 トウショウデュエル号・フジサンボンド号
※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。

04074 2月21日 晴 良 （27京都2）第7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

68 キングルアウ 牡3鹿 56
53 ▲城戸 義政 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 500± 01：55．4 3．6�

56 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 和田 竜二吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 41：56．03� 9．3�
44 プ ロ セ ッ ラ 牡3栗 56 北村 友一首藤 徳氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 478＋ 21：56．74 107．2�
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± 01：56．8� 2．8�
710 メイショウユメハチ 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 512－ 6 〃 クビ 7．6	
45 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 506－ 21：56．9� 15．1

22 タマモスマッシュ 牡3鹿 56 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 438± 01：57．43 144．1�
11 ソ チ 牡3鹿 56 熊沢 重文石川 幸司氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 440± 01：57．61� 201．7�
813 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 440－ 4 〃 クビ 65．4

57 ユウシンガー 牡3芦 56 小林 徹弥�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 464＋ 41：58．55 64．5�
69 マコトグランドゥ 牡3栗 56 小牧 太�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 466＋ 21：58．6クビ 3．8�
812 ミキノブシドウ 牡3鹿 56 花田 大昂谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 B506＋ 71：59．23� 154．2�
33 オーシャンベイリー 牡3鹿 56 柴田 未崎上田 宗義氏 田所 秀孝 浦河 宮内牧場 504－ 62：01．0大差 155．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，627，100円 複勝： 28，764，100円 枠連： 12，945，900円
馬連： 39，758，600円 馬単： 25，190，800円 ワイド： 21，555，500円
3連複： 50，340，100円 3連単： 86，532，500円 計： 282，714，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 220円 � 1，160円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，200円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 26，110円 3 連 単 ��� 91，180円

票 数

単勝票数 計 176271 的中 � 38342（2番人気）
複勝票数 計 287641 的中 � 54717（2番人気）� 36346（4番人気）� 4715（7番人気）
枠連票数 計 129459 的中 （5－6） 12349（3番人気）
馬連票数 計 397586 的中 �� 21019（9番人気）
馬単票数 計 251908 的中 �� 8188（10番人気）
ワイド票数 計 215555 的中 �� 13673（6番人気）�� 1644（18番人気）�� 1393（23番人気）
3連複票数 計 503401 的中 ��� 1446（41番人気）
3連単票数 計 865325 的中 ��� 688（167番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．2―13．6―13．5―13．0―12．6―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．3―50．9―1：04．4―1：17．4―1：30．0―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
・（8，13）（9，10，11）（6，12）2，4（1，3）－7－5
8，13（9，11）（6，10，12）（4，3）（2，7）5，1

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

勝馬の
紹 介

キングルアウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．12．14 中山10着

2012．1．24生 牡3鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーシャンベイリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月21日まで平地

競走に出走できない。

第２回 京都競馬 第７日



04075 2月21日 晴 良 （27京都2）第7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

48 パセンジャーシップ 牝3芦 54 C．デムーロ 吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488± 01：26．0 8．2�
（仏）

35 ビーチパラソル 牝3芦 54 浜中 俊谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 2．0�
59 グラッブユアコート 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 460－101：26．31� 4．2�
611 メイショウタラチネ 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 456－ 21：26．93� 19．0�
36 ジニアスミノル 牝3鹿 54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 418－ 4 〃 クビ 12．4�
815 ポッドフィズ 牝3鹿 54 熊沢 重文小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 454－ 2 〃 アタマ 22．6	
24 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 幸 英明安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 410－ 2 〃 ハナ 38．3

47 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 466± 01：27．11 164．0�
714 サカジロビューティ 牝3鹿 54 岩田 康誠ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 430＋ 61：27．2クビ 11．4�
816 ス ズ ミ サ キ 牝3鹿 54 国分 優作三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 沖田 博志 432＋ 41：27．3� 254．2
510 メモリーオブハース 牝3黒鹿54 池添 謙一�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402－10 〃 ハナ 119．2�
612 レッドメアラス 牝3芦 54 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 460＋ 21：27．61� 12．6�
12 アイファーハート 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 428＋121：27．7� 500．7�
11 クールレイナ 牝3栗 54 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 476± 01：28．44 392．3�
23 フェイスオフ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか タガミファーム 436± 01：28．61� 459．1�
713 シャルマンウイユ 牝3栗 54 田中 博康�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452 ― （競走中止） 143．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，287，800円 複勝： 46，779，700円 枠連： 13，862，800円
馬連： 52，273，200円 馬単： 31，886，900円 ワイド： 30，940，800円
3連複： 72，743，100円 3連単： 105，438，100円 計： 380，212，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 380円 �� 580円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 8，890円

票 数

単勝票数 計 262878 的中 � 25564（3番人気）
複勝票数 計 467797 的中 � 54071（3番人気）� 172880（1番人気）� 73723（2番人気）
枠連票数 計 138628 的中 （3－4） 15508（2番人気）
馬連票数 計 522732 的中 �� 46089（2番人気）
馬単票数 計 318869 的中 �� 9789（7番人気）
ワイド票数 計 309408 的中 �� 19178（5番人気）�� 11826（6番人気）�� 47389（1番人気）
3連複票数 計 727431 的中 ��� 49766（2番人気）
3連単票数 計1054381 的中 ��� 8593（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．5―12．7―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―36．2―48．9―1：01．2―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パセンジャーシップ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．1．24 京都3着

2012．4．22生 牝3芦 母 パナマックス 母母 マキシマムデニール 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔競走中止〕 シャルマンウイユ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アンワンワールド号
（非抽選馬） 1頭 リナシータ号
※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。

04076 2月21日 晴 良 （27京都2）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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

34 ニシオボヌール 牡3黒鹿56 福永 祐一西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 474 ―1：56．1 3．7�
46 サトーリアス 牡3鹿 56 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：56．84 2．5�
（仏）

22 ワンダージュヌオム 牡3栗 56 浜中 俊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 496 ― 〃 アタマ 46．3�
610 サウンドフォース 牡3栗 56 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 碧雲牧場 492 ―1：57．11� 4．0�
23 レ ア リ ゼ 牝3鹿 54 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 500 ―1：57．95 26．5�
611 ティボリゲール 牝3栗 54 �島 良太松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 482 ―1：59．28 192．0	
59 オースミラナキラ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 526 ―1：59．41	 15．5

712 ナムラキャニオン 牡3鹿 56 幸 英明奈村 睦弘氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 466 ―1：59．5クビ 15．9�
47 カネトシエトワール 牡3鹿 56 太宰 啓介兼松 利男氏 沖 芳夫 青森 長谷地 義正 440 ―1：59．6	 118．8�
713 テイエムラータワー 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 446 ―2：00．02	 80．9
11 メイショウハシダテ 
3鹿 56 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 512 ―2：00．1	 170．6�
58 ティーエスデュモル 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 484 ―2：05．4大差 25．1�
35 デュラブルシャーム 牡3栗 56 藤田 伸二加藤 誠氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 562 ―2：05．5クビ 23．5�
814 シゲルタイコマツリ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政森中 蕃氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 502 ― 〃 ハナ 71．7�
815 エンパイアルーラー 牡3鹿 56 国分 優作畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 538 ―2：06．56 32．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，581，900円 複勝： 27，378，000円 枠連： 12，728，700円
馬連： 40，670，500円 馬単： 26，726，100円 ワイド： 22，187，800円
3連複： 53，592，600円 3連単： 83，723，500円 計： 288，589，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 120円 � 580円 枠 連（3－4） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，680円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 13，940円

票 数

単勝票数 計 215819 的中 � 45487（2番人気）
複勝票数 計 273780 的中 � 46618（3番人気）� 78910（1番人気）� 7506（10番人気）
枠連票数 計 127287 的中 （3－4） 24007（1番人気）
馬連票数 計 406705 的中 �� 79658（1番人気）
馬単票数 計 267261 的中 �� 23665（2番人気）
ワイド票数 計 221878 的中 �� 36915（1番人気）�� 2864（20番人気）�� 3555（17番人気）
3連複票数 計 535926 的中 ��� 9900（13番人気）
3連単票数 計 837235 的中 ��� 4353（32番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―14．2―13．8―13．6―13．0―12．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―39．6―53．4―1：07．0―1：20．0―1：32．4―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシオボヌール �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2012．4．20生 牡3黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 デュラブルシャーム号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスデュモル号・シゲルタイコマツリ号・エンパイアルーラー号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成27年3月21日まで平地競走に出走できない。
※シゲルタイコマツリ号は，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。



04077 2月21日 晴 良 （27京都2）第7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

35 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 480－ 21：33．9 2．1�
611 サトノアッシュ 牡3鹿 56 C．デムーロ 里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 470＋101：34．11� 18．2�

（仏）

11 メルドオール 牡3鹿 56 四位 洋文 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 436± 0 〃 クビ 14．2�

612 ゴーントレット 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484± 01：34．2� 6．3�
36 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 486＋ 41：34．62� 30．4�
12 ライゼリート 牝3青鹿54 北村 友一 	サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 402± 01：34．91� 188．2

47 ナムラオツウ 牝3鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 402－ 21：35．11� 11．3�
816 ダノンブライト 牡3青鹿56 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466＋101：35．31� 6．4�
48 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 420＋ 21：35．61� 275．9

510 セイリングデイ 牝3黒鹿54 太宰 啓介小林 祥晃氏 沖 芳夫 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 41：35．91� 92．2�
714 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 54 藤田 伸二中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 478＋ 41：36．22 19．4�
59 ノスタルジー 牝3鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 454－18 〃 アタマ 27．2�
23 クリノメンタンピン 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ
アーム 410－ 21：36．3クビ 587．1�

24 ト キ ワ 牝3鹿 54 幸 英明田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 454－ 61：36．51� 10．2�
713 レディローズ 牝3青 54 福永 祐一寺田千代乃氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476－ 61：36．6� 41．8�
815 ダ ン シ ン グ 牝3栗 54 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 498－ 21：37．77 235．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，558，300円 複勝： 46，384，900円 枠連： 14，895，900円
馬連： 59，409，800円 馬単： 33，368，500円 ワイド： 33，567，200円
3連複： 72，098，400円 3連単： 98，245，700円 計： 389，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 350円 � 350円 枠 連（3－6） 540円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 870円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 37，680円

票 数

単勝票数 計 315583 的中 � 114892（1番人気）
複勝票数 計 463849 的中 � 128922（1番人気）� 27426（6番人気）� 26950（7番人気）
枠連票数 計 148959 的中 （3－6） 21363（1番人気）
馬連票数 計 594098 的中 �� 17073（8番人気）
馬単票数 計 333685 的中 �� 6865（13番人気）
ワイド票数 計 335672 的中 �� 7928（10番人気）�� 10253（6番人気）�� 2869（36番人気）
3連複票数 計 720984 的中 ��� 6482（26番人気）
3連単票数 計 982457 的中 ��� 1890（112番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―11．8―11．8―11．7―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．0―46．8―58．6―1：10．3―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡3鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 2戦1勝 賞金 7，400，000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。

04078 2月21日 晴 良 （27京都2）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50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

34 カフジテイク 牡3青鹿56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470－ 21：24．8 62．7�
814 ショコラブラン 牡3芦 56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：24．9� 6．1�
59 ラブミークン 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 468－ 41：25．0� 27．4�
23 � フィドゥーシア 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 472＋161：25．1	 3．4�
11 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 466－ 41：25．3� 15．5�
22 タマモワカサマ 牡3鹿 56 岩田 康誠タマモ	 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 482＋10 〃 ハナ 34．6

712 ボクノナオミ 牝3鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 5．1�
713 シ ン ダ ー ズ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 21：25．93	 28．4�

815 ピンストライプ 牡3青鹿56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋ 61：26．0クビ 6．3

58 ヒラボクテイオー 牡3黒鹿56 北村 友一	平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 512－ 41：26．32 7．7�
46 � アヴェーヌモン 牡3鹿 56 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice B514－18 〃 クビ 22．2�
611 ツァリーツァ 牝3栗 54 太宰 啓介増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 大典牧場 462－ 61：26．4クビ 92．8�
47 グリューヴァイン 牝3栗 54 国分 優作 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 446－ 61：26．93 49．7�
35 パドパピヨン 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース
島 一歩 千歳 社台ファーム 432－ 21：27．32	 21．3�

（仏）

610 アイファーサラオー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 474－ 61：27．72	 88．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，308，000円 複勝： 52，215，000円 枠連： 18，124，000円
馬連： 61，639，700円 馬単： 30，455，900円 ワイド： 36，684，900円
3連複： 77，847，000円 3連単： 98，362，800円 計： 405，637，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，270円 複 勝 � 1，350円 � 190円 � 730円 枠 連（3－8） 2，320円

馬 連 �� 18，200円 馬 単 �� 47，380円

ワ イ ド �� 4，800円 �� 8，520円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 86，360円 3 連 単 ��� 720，330円

票 数

単勝票数 計 303080 的中 � 3867（13番人気）
複勝票数 計 522150 的中 � 8458（12番人気）� 93949（1番人気）� 16319（10番人気）
枠連票数 計 181240 的中 （3－8） 6046（9番人気）
馬連票数 計 616397 的中 �� 2624（49番人気）
馬単票数 計 304559 的中 �� 482（112番人気）
ワイド票数 計 366849 的中 �� 1960（48番人気）�� 1097（69番人気）�� 5243（17番人気）
3連複票数 計 778470 的中 ��� 676（195番人気）
3連単票数 計 983628 的中 ��� 99（1355番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．0―12．0―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―47．1―59．1―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフジテイク �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．1．17 京都10着

2012．5．13生 牡3青鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 3戦2勝 賞金 12，200，000円
※グリューヴァイン号は，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。



04079 2月21日 晴 良 （27京都2）第7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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

811 モ ズ ス タ ー 牡4鹿 56
53 ▲義 英真 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 宮内牧場 470＋ 21：51．8 4．5�

11 イスカンダル 牡5鹿 57 C．デムーロ 前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494－ 61：52．43� 8．3�

（仏）

33 スマートラファエル 牡6黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 4．8�
56 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 56 浜中 俊永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：52．93 2．1�
812 インテグラード 牡4青鹿56 小牧 太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 476－ 61：53．1� 9．9	
68 � デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 福永 祐一田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 528± 01：53．42 29．1

67 ショウナンガッチャ 牡4栗 56 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 478± 01：53．61	 15．4�
55 � セルリアンラッシュ 牡4青 56

53 ▲城戸 義政�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B472＋ 81：54．13 300．7�
22 プレシャスムーン 牝4鹿 54 
島 良太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 438－ 21：54．63 151．1
44 グレートエンジェル 牝5鹿 55 秋山真一郎田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 490－ 41：54．81� 97．6�
79 ヤマノボンバー 牡4芦 56 水口 優也澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 444＋ 41：55．0� 122．6�
710 デサフィナード 牝4鹿 54 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 432－ 41：55．63� 553．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，034，300円 複勝： 35，469，800円 枠連： 14，222，700円
馬連： 53，902，800円 馬単： 33，466，400円 ワイド： 25，915，800円
3連複： 62，358，400円 3連単： 118，046，100円 計： 368，416，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 250円 � 180円 枠 連（1－8） 1，670円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 920円 �� 660円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 26，470円

票 数

単勝票数 計 250343 的中 � 44332（2番人気）
複勝票数 計 354698 的中 � 58280（2番人気）� 32428（4番人気）� 53493（3番人気）
枠連票数 計 142227 的中 （1－8） 6586（6番人気）
馬連票数 計 539028 的中 �� 14843（12番人気）
馬単票数 計 334664 的中 �� 6151（16番人気）
ワイド票数 計 259158 的中 �� 7010（13番人気）�� 10254（8番人気）�� 10673（7番人気）
3連複票数 計 623584 的中 ��� 9695（17番人気）
3連単票数 計1180461 的中 ��� 3233（90番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―13．2―12．8―12．7―12．3―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．3―50．1―1：02．8―1：15．1―1：27．3―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モ ズ ス タ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Danehill デビュー 2014．1．18 京都9着

2011．4．24生 牡4鹿 母 ローランデイン 母母 Touch of Magic 9戦2勝 賞金 15，980，000円
※デサフィナード号は，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。

04080 2月21日 晴 良 （27京都2）第7日 第8競走 ��1，400�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，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
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 トランザムスター 牡5鹿 57 C．デムーロ �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B556－ 41：24．6 2．7�

（仏）

24 サウンドアドバイス 牝5栗 55 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 456± 0 〃 クビ 9．3�
36 プ ロ ス パ ー 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 4 〃 ハナ 48．3�

11 � サトノユニコーン 牡5鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B480＋ 81：25．02� 3．8�
59 タマモユウトウセイ 牡4栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 484－ 41：25．21� 5．9	
713 ディープミタカ 牡4栗 57 岩田 康誠深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：25．41� 8．5

510 リスヴェリアート 牡5鹿 57 浜中 俊�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 448＋ 21：25．61� 15．0�
816 ゴールデンアタック 牡7栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 496－ 4 〃 アタマ 16．9�
47 スズカチャンプ 牡6鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 506＋ 6 〃 ハナ 22．8
35 サンレイロッキー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 468± 01：25．7クビ 289．1�
12 コスモフラッグ 牡4鹿 57 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 458＋ 21：25．8� 403．8�
23 スナークマスカラス 牡4栗 57 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 460－ 61：26．22� 322．7�
611 トウケイムーン 	5栗 57 黒岩 悠木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 486± 01：26．3クビ 197．5�
48 ツ ァ ー リ 牡4栗 57 国分 優作増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 486± 01：26．4� 152．1�
714 ピッツネイル 牝4芦 55 
島 良太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 518－ 21：26．5� 76．4�
815 キングオブタイム 牡4黒鹿57 熊沢 重文 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 496－ 41：26．71� 78．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，099，300円 複勝： 40，223，100円 枠連： 17，634，500円
馬連： 68，682，100円 馬単： 35，034，500円 ワイド： 32，852，100円
3連複： 81，231，800円 3連単： 118，806，500円 計： 420，563，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 260円 � 870円 枠 連（2－6） 1，500円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，900円 �� 4，790円

3 連 複 ��� 17，910円 3 連 単 ��� 61，260円

票 数

単勝票数 計 260993 的中 � 75980（1番人気）
複勝票数 計 402231 的中 � 88543（1番人気）� 39254（4番人気）� 8912（9番人気）
枠連票数 計 176345 的中 （2－6） 9066（5番人気）
馬連票数 計 686821 的中 �� 32706（5番人気）
馬単票数 計 350345 的中 �� 11060（7番人気）
ワイド票数 計 328521 的中 �� 13737（5番人気）�� 4375（22番人気）�� 1692（35番人気）
3連複票数 計 812318 的中 ��� 3401（52番人気）
3連単票数 計1188065 的中 ��� 1406（201番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．4―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―47．8―1：00．0―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．8
3 ・（4，6）（1，12，15）10（2，9）（5，13）14（7，11）16，8－3 4 ・（4，6）（1，12）15（2，10）9（5，13）（7，11）8（16，14）3

勝馬の
紹 介

トランザムスター �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Parade Marshal デビュー 2013．2．2 京都6着

2010．2．6生 牡5鹿 母 スターパレード 母母 Clerical Etoile 21戦3勝 賞金 38，425，000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。
（非抽選馬） 1頭 コアレスキング号
※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。



04081 2月21日 晴 良 （27京都2）第7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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 キ ロ ハ ナ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 456＋ 61：48．0 4．7�

66 ダノンリバティ 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：48．1� 3．8�
11 マキシマムドパリ 牝3芦 54 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 454－ 41：48．31� 7．6�
33 オ ル ロ フ 牡3黒鹿56 幸 英明寺田 寿男氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 41：48．4� 27．4�
77 
 ストーンウェア 牡3鹿 56 C．デムーロ 吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 456－ 4 〃 アタマ 2．1�

（仏）

55 クリプトグラム 牡3栗 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 458± 01：48．5� 7．1

88 カプリチオーソ 牡3栗 56 田中 博康 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 448＋101：49．67 79．2�

（7頭）
22 アドマイヤガスト 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，957，000円 複勝： 36，535，200円 枠連： 発売なし
馬連： 84，002，300円 馬単： 57，115，000円 ワイド： 40，105，100円
3連複： 91，339，100円 3連単： 263，965，300円 計： 621，019，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 150円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 430円 �� 580円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 11，250円

票 数

単勝票数 差引計 479570（返還計 199） 的中 � 80229（3番人気）
複勝票数 差引計 365352（返還計 198） 的中 � 57731（3番人気）� 68011（2番人気）� 37153（4番人気）
馬連票数 差引計 840023（返還計 1140） 的中 �� 52880（6番人気）
馬単票数 差引計 571150（返還計 498） 的中 �� 20353（10番人気）
ワイド票数 差引計 401051（返還計 438） 的中 �� 24266（8番人気）�� 16942（9番人気）�� 27206（5番人気）
3連複票数 差引計 913391（返還計 2656） 的中 ��� 33032（8番人気）
3連単票数 差引計2639653（返還計 7743） 的中 ��� 17008（48番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．7―12．7―13．3―12．2―11．6―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．8―48．5―1：01．8―1：14．0―1：25．6―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 3，6（1，7）5，4，8 4 3，6（1，7）（5，4）－8

勝馬の
紹 介

キ ロ ハ ナ �

父 ディープインパクト �


母父 キングカメハメハ デビュー 2015．1．11 京都1着

2012．5．19生 牡3鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 2戦2勝 賞金 16，224，000円
〔出走取消〕 アドマイヤガスト号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。

04082 2月21日 晴 良 （27京都2）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か す が

春 日 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

56 ガリバルディ 牡4鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506± 01：47．3 1．7�
（仏）

11 フェイマスエンド 牡4栗 56 福永 祐一 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 486－ 4 〃 クビ 6．3�
79 イ サ ベ ル 牝4鹿 54 浜中 俊近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446± 01：47．72	 3．8�
812 エアルプロン 牡6鹿 57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 496－ 21：48．02 19．4�
44 ラテラルアーク 牡4栗 56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B492＋ 61：48．1	 16．3	
68 ピュアソルジャー 牡5鹿 57 藤田 伸二鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 B474－ 2 〃 アタマ 36．7

22 サンライズタイセイ 牡5鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 480－ 61：48．3
 11．4�
710� ファルスター 牡7鹿 57 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：48．51� 108．6�
67 � エルフショット 5青鹿57 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 478＋101：48．6
 104．5
811� ゴ ー ス ル ー 牡5鹿 57 幸 英明 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 452± 01：48．81� 78．2�
55 イ デ ア 牡7鹿 57 国分 優作畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 498＋121：49．22	 360．0�
33 ナリタスカイ 牝6黒鹿55 �島 良太�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 428＋ 41：49．51
 298．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，270，800円 複勝： 111，714，800円 枠連： 23，359，000円
馬連： 118，463，900円 馬単： 75，221，200円 ワイド： 49，633，900円
3連複： 137，055，500円 3連単： 326，376，100円 計： 887，095，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（1－5） 510円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 310円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 452708 的中 � 206832（1番人気）
複勝票数 計1117148 的中 � 739982（1番人気）� 94315（3番人気）� 103282（2番人気）
枠連票数 計 233590 的中 （1－5） 34971（2番人気）
馬連票数 計1184639 的中 �� 169181（2番人気）
馬単票数 計 752212 的中 �� 75565（2番人気）
ワイド票数 計 496339 的中 �� 67484（2番人気）�� 88142（1番人気）�� 33928（4番人気）
3連複票数 計1370555 的中 ��� 191967（1番人気）
3連単票数 計3263761 的中 ��� 106162（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―12．5―12．5―12．0―11．0―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．1―49．6―1：02．1―1：14．1―1：25．1―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．2
3 ・（1，5）（6，12）3（10，9，4）（7，2，8）－11 4 ・（1，5）4（6，12）9，10（3，8）（7，2）11

勝馬の
紹 介

ガリバルディ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zafonic デビュー 2013．8．3 新潟2着

2011．2．7生 牡4鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig 10戦3勝 賞金 57，697，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ピュアソルジャー号は，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。



04083 2月21日 晴 良 （27京都2）第7日 第11競走 ��
��1，400�

いかるが

斑鳩ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

59 ダンスディレクター 牡5鹿 57 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444－ 21：20．2 2．5�
714 テイエムタイホー 牡6栗 57 秋山真一郎竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 494－ 41：20．41� 10．3�
24 ロ ノ 牡6黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 478＋ 21：20．5	 33．2�
47 エイシンペペラッツ 牡4栗 57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 472－ 6 〃 アタマ 3．9�
713
 エイシンスパルタン 牡4芦 57 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米

Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

488± 01：20．6クビ 4．2�
816 ピークトラム 牡4黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496＋ 21：20．81	 17．9	

（仏）

612 シルクドリーマー 牡6鹿 57 北村 友一 
シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 492＋181：20．9クビ 29．6�
23 ヤ マ ノ レ オ �5栗 57 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 496＋ 21：21．22 49．9�
815 サ マ ー ル ナ 牝6鹿 55 四位 洋文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 462－ 4 〃 ハナ 48．4
48 シンジュボシ 牝5栗 55 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 508＋ 4 〃 ハナ 26．2�
11 トキノゲンジ 牡7鹿 57 幸 英明中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 526± 01：21．51� 89．9�
611 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：21．6� 40．9�
12 ウインスプラッシュ 牡4鹿 57 藤田 伸二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 506－ 21：21．7クビ 35．9�
35 スマートアレンジ 牝5鹿 55 城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482－ 4 〃 クビ 485．4�
36  イエスイットイズ 牡6鹿 57 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 536＋ 21：21．8クビ 235．1�
510 クーファナイン 牝4鹿 55 小林 徹弥大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 476＋181：22．75 328．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，984，700円 複勝： 90，960，000円 枠連： 55，065，200円
馬連： 240，183，900円 馬単： 113，427，500円 ワイド： 90，687，900円
3連複： 297，749，100円 3連単： 521，995，200円 計： 1，473，053，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 540円 枠 連（5－7） 420円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，140円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 8，850円 3 連 単 ��� 27，790円

票 数

単勝票数 計 629847 的中 � 198370（1番人気）
複勝票数 計 909600 的中 � 246836（1番人気）� 97480（4番人気）� 30373（8番人気）
枠連票数 計 550652 的中 （5－7） 100020（1番人気）
馬連票数 計2401839 的中 �� 186300（4番人気）
馬単票数 計1134275 的中 �� 53735（5番人気）
ワイド票数 計 906879 的中 �� 56647（4番人気）�� 19877（11番人気）�� 6966（33番人気）
3連複票数 計2977491 的中 ��� 25221（27番人気）
3連単票数 計5219952 的中 ��� 13618（74番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―11．6―11．0―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．5―46．1―57．1―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスディレクター �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神1着

2010．3．20生 牡5鹿 母 マザーリーフ 母母 スカラシップ 12戦5勝 賞金 84，891，000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。

04084 2月21日 晴 良 （27京都2）第7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

12 ドニカナルボーイ 牡5黒鹿57 福永 祐一廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 456－ 61：11．3 2．4�
714 タッチシタイ 牡5栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 496－ 21：11．4� 6．3�
816 ローレルベローチェ 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 466－ 41：11．61	 27．2�
815 ボーンレジェンド 牝4鹿 55 C．デムーロ �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 488＋ 41：11．7
 6．8�

（仏）

11 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 岩田 康誠岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504＋ 41：11．8
 4．8�
48 ゴッドツェッペリン 牡6黒鹿57 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 476＋ 21：11．9� 18．1	
612 キンシザイル 牡6鹿 57 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 506＋ 21：12．43 17．2

510 ジョージジョージ 牡5栗 57 熊沢 重文北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 476＋ 21：12．72 99．8�
24 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 480± 0 〃 ハナ 24．8�
36 ツインキャンドル 牝4鹿 55

52 ▲義 英真下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 442－ 21：12．8� 25．7�
35 � メイショウルナ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 498± 01：12．9� 58．6�
47 オートロンシャン 牝4黒鹿55 森 一馬大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 482＋ 8 〃 アタマ 236．6�
611 ローレルボルケーノ 牡6鹿 57 和田 竜二 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 534＋ 61：13．11	 54．7�
713 アイムユアドリーム 牝4栗 55 北村 友一ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 450－ 61：13．52� 110．7�
59 ウィットウォーター 牝4黒鹿55 �島 良太鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B442－ 61：13．92� 277．7�
23 レ ギ ス 牡5栗 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 476＋ 81：14．0クビ 20．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，836，500円 複勝： 66，405，600円 枠連： 36，768，400円
馬連： 134，757，100円 馬単： 62，777，900円 ワイド： 60，538，400円
3連複： 163，050，400円 3連単： 262，816，800円 計： 829，951，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 520円 枠 連（1－7） 520円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，250円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 17，930円

票 数

単勝票数 計 428365 的中 � 137581（1番人気）
複勝票数 計 664056 的中 � 189073（1番人気）� 101896（2番人気）� 21016（10番人気）
枠連票数 計 367684 的中 （1－7） 54253（2番人気）
馬連票数 計1347571 的中 �� 159750（1番人気）
馬単票数 計 627779 的中 �� 47919（1番人気）
ワイド票数 計 605384 的中 �� 64393（1番人気）�� 11495（12番人気）�� 5432（29番人気）
3連複票数 計1630504 的中 ��� 21384（17番人気）
3連単票数 計2628168 的中 ��� 10627（37番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．6
3 16－15－（2，14）（1，3，4，12）（6，7）（11，13）8，5（10，9） 4 16－15－（2，14）（1，3，4，12）－7（6，11）8（5，10，13）－9

勝馬の
紹 介

ドニカナルボーイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ナリタハヤブサ デビュー 2012．7．14 中京10着

2010．1．9生 牡5黒鹿 母 アンプルカット 母母 ギヤラントミシー 15戦3勝 賞金 51，082，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エイシンパラダイス号・キングズウェザー号・シニスタークイーン号・ハニードント号・フレンチトースト号・

マイネオレンジ号・ワンダーフォルテ号
※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。



（27京都2）第7日 2月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

193，990，000円
2，080，000円
7，780，000円
1，260，000円
17，080，000円
67，460，500円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
399，934，000円
619，404，700円
230，817，400円
1，003，447，000円
553，504，600円
474，390，700円
1，230，492，400円
2，182，212，600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 6，694，203，400円

総入場人員 16，495名 （有料入場人員 15，187名）
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