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04085 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：47．8
1：47．8

重
重

714 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448－101：54．2 2．3�
35 モアニケアラ 牝3芦 54 池添 謙一名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448＋121：54．52 9．4�
36 サンマルアリュール 牝3栗 54 東川 公則相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 508－ 41：55．67 22．6�

（笠松）

612 マ ー レ ー 牝3鹿 54 菱田 裕二石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 492－ 41：55．91� 70．7�
816 マダムウルル 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 460－ 4 〃 クビ 4．5	
23 ル ナ ツ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 458＋ 61：56．11� 4．0

11 フローリアンヌ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450± 01：56．3� 12．7�
24 ジ ル コ ン 牝3鹿 54 横山 和生本間 茂氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 396－ 2 〃 ハナ 422．3�
59 ポインテッドラン 牝3黒鹿54 大野 拓弥冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456－ 61：56．62 308．0
47 ロイヤルセレモニー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 448－ 21：57．13 60．8�
611 オンユアマーク 牝3青鹿54 A．シュタルケ 髙樽 優也氏 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 430＋ 2 〃 クビ 29．9�

（独）

12 リッチガール 牝3栗 54
51 ▲城戸 義政吉田 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 472＋ 21：57．63 26．7�
48 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± 01：57．91� 314．5�
815 スペシャルガール 牝3黒鹿54 北村 友一芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 武 牧場 460－ 81：58．53� 59．1�
510 プリンセステンダリ 牝3芦 54 田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 426± 01：59．67 359．6�
713 レッドサクラ 牝3栗 54 川須 栄彦 K.C．タン氏 水野 貴広 新ひだか 築紫 洋 436－ 42：00．45 196．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，792，700円 複勝： 24，280，000円 枠連： 11，098，300円
馬連： 44，457，700円 馬単： 26，020，700円 ワイド： 22，732，700円
3連複： 57，311，700円 3連単： 87，300，900円 計： 291，994，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 260円 � 430円 枠 連（3－7） 1，060円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，150円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 24，280円

票 数

単勝票数 計 187927 的中 � 62874（1番人気）
複勝票数 計 242800 的中 � 78853（1番人気）� 18950（4番人気）� 10093（6番人気）
枠連票数 計 110983 的中 （3－7） 8052（4番人気）
馬連票数 計 444577 的中 �� 23402（4番人気）
馬単票数 計 260207 的中 �� 9850（7番人気）
ワイド票数 計 227327 的中 �� 9002（5番人気）�� 5046（8番人気）�� 2136（27番人気）
3連複票数 計 573117 的中 ��� 5312（24番人気）
3連単票数 計 873009 的中 ��� 2606（64番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―13．2―13．3―13．4―12．8―12．8―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．9―50．2―1：03．6―1：16．4―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシャイ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Broad Brush デビュー 2015．2．7 京都2着

2012．3．28生 牝3黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 ルナツー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンセステンダリ号・レッドサクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月

22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または施行団体名を表示している。

04086 2月22日 雨 良 （27京都2）第8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

11 ヤマカツライデン 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 522－ 41：54．3 1．8�
35 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 21：55．15 7．0�
713 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 554－ 41：55．63 11．2�
610 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± 01：55．8� 15．7�
59 サンディークス 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：55．9� 10．2�
47 カシノゼウス 牡3鹿 56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 494＋ 71：56．0� 232．4	
58 アイズフォワード 牡3栗 56 小林 徹弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 454－161：57．27 268．1

46 アングルゴア 牡3黒鹿56 田中 健大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 B462－ 21：57．52 122．3�
611 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± 01：57．92� 440．8�

（笠松）

815 メイショウキリサメ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490－ 21：58．21� 108．1
34 グッドウィーク 牡3青鹿56 川須 栄彦山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 512－ 6 〃 クビ 90．1�
712 ウォーターマグレブ 牡3鹿 56 畑端 省吾山岡 良一氏 	島 一歩 浦河 畔高牧場 B524－241：58．51� 319．1�
22 ナムラミカサ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 476± 01：59．03 298．9�
23 ビ ッ グ フ ジ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真�ビッグ 梅田 康雄 浦河 村下 清志 496± 01：59．63� 407．1�
814 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± 01：59．91� 3．6�

（独）

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，007，400円 複勝： 64，901，100円 枠連： 12，017，300円
馬連： 49，607，000円 馬単： 35，688，100円 ワイド： 24，411，600円
3連複： 63，342，100円 3連単： 122，236，400円 計： 398，211，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（1－3） 400円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 260円 �� 280円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，200円

票 数

単勝票数 計 260074 的中 � 111794（1番人気）
複勝票数 計 649011 的中 � 425296（1番人気）� 43455（4番人気）� 44253（3番人気）
枠連票数 計 120173 的中 （1－3） 23138（1番人気）
馬連票数 計 496070 的中 �� 67169（2番人気）
馬単票数 計 356881 的中 �� 33174（2番人気）
ワイド票数 計 244116 的中 �� 26004（2番人気）�� 23238（3番人気）�� 7746（10番人気）
3連複票数 計 633421 的中 ��� 44009（2番人気）
3連単票数 計1222364 的中 ��� 27657（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．4―13．2―13．4―13．0―12．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．3―50．5―1：03．9―1：16．9―1：29．5―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツライデン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．6．14 阪神4着

2012．5．5生 牡3黒鹿 母 ヤマカツオーキッド 母母 ヤマカツスズラン 10戦1勝 賞金 16，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグフジ号・ファヴォリート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月22日

まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 カリスマサンバゴ号（疾病〔右後挫跖〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 モーメンツ号
※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。

第２回 京都競馬 第８日



04087 2月22日 雨 良 （27京都2）第8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 1，650，000
1，650，000

円
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 レッドリーガル 牡3鹿 56 A．シュタルケ �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 474－ 61：26．7 4．4�
（独）

23 アドマイヤリバティ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 480＋ 81：26．8� 2．4�
713 ショウナンラージャ 牡3青鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 434－ 4 〃 同着 15．8�
612 クリノリーソクツモ 牝3鹿 54 東川 公則栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 452－101：26．9� 10．8�

（笠松）

611 アルーリングトーン 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �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 488＋ 21：27．11� 4．5	

36 ヴェスペルティリオ 牡3鹿 56 筒井 勇介�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 21：27．2� 109．7


（笠松）

59 インクレディブル 牡3鹿 56 幸 英明前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 520＋ 4 〃 ハナ 11．1�
815 ボストンマリ 牝3黒鹿54 北村 友一山上 和良氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 446－ 21：27．3� 84．4�
48 ダンツホーネット 牡3芦 56 国分 恭介山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 470－ 21：27．4� 37．5
35 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 466－ 21：27．5クビ 135．7�
24 レンズフルパワー 牡3鹿 56 小坂 忠士田畑 富子氏 境 直行 浦河 宮内牧場 496± 0 〃 クビ 22．1�
714 ディプロイディ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 542± 01：27．6� 31．4�
11 エンジェルウィスパ 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 440－ 41：27．7クビ 95．3�
510 セイセイセイ 牡3鹿 56 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 436－ 21：28．12� 215．3�
12 ボーベルレーヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 454－ 21：28．2クビ 298．1�
47 カシノプルミエ 牡3鹿 56 太宰 啓介柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 458＋ 41：29．79 327．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，914，600円 複勝： 28，994，900円 枠連： 15，033，400円
馬連： 52，378，600円 馬単： 28，961，000円 ワイド： 27，981，700円
3連複： 69，250，800円 3連単： 96，697，600円 計： 341，212，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 �
�

140円
300円 枠 連（2－8）（7－8）

320円
870円

馬 連 ��
��

370円
1，700円 馬 単 ��

��
720円
2，540円

ワ イ ド ��
��

350円
1，170円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ���
���

5，490円
9，280円

票 数

単勝票数 計 219146 的中 � 39546（2番人気）
複勝票数 計 289949 的中 � 43026（3番人気）� 69633（1番人気）� 19136（6番人気）
枠連票数 計 150334 的中 （2－8） 19738（2番人気）（7－8） 6079（9番人気）
馬連票数 計 523786 的中 �� 59460（2番人気）�� 10778（14番人気）
馬単票数 計 289610 的中 �� 15598（4番人気）�� 4096（21番人気）
ワイド票数 計 279817 的中 �� 22608（2番人気）�� 5670（13番人気）�� 10234（9番人気）
3連複票数 計 692508 的中 ��� 20019（8番人気）
3連単票数 計 966976 的中 ��� 6400（25番人気）��� 3766（52番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．4―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―36．0―48．4―1：01．0―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドリーガル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Darshaan デビュー 2015．1．18 京都6着

2012．3．4生 牡3鹿 母 ショウダウン 母母 Last Second 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アドマイヤリバティ号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・7番）

ショウナンラージャ号の騎手池添謙一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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） 2頭 アリエスジューゴー号・ハヤイガナ号
（非抽選馬） 5頭 センターピース号・ディマンズ号・ディーエスレイザー号・ペイシャピュア号・モズミステイク号
※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。

04088 2月22日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27京都2）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

22 ダンツミュータント 牡6青鹿60 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 444＋ 23：32．8 5．4�
69 アルトゥバン 牡7栗 60 黒岩 悠�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 496－ 43：33．01� 5．9�
57 アルティシムス 牡7鹿 60 熊沢 重文 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 43：33．1� 7．1�
58 カントリースノー �8黒鹿60 高野 和馬鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 518－ 83：33．2	 177．9�
711 ラガートモヒーロ 牡6黒鹿60 北沢 伸也奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 474－ 23：33．4	 2．8�
11 テーオーゼウス 牡7黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 512＋ 23：33．61� 164．4	
610 ミヤコデラックス 牡6鹿 60 草野 太郎吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B484± 0 〃 ハナ 94．6

813 テイエムセイリュウ 牡6青鹿60 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 508－103：33．7� 13．9�
34 
 クリノテンペスタ 牡8栗 60 植野 貴也栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 494＋ 23：34．12� 209．2�
33 テンジンキヨモリ 牡5青鹿60 石神 深一白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 484－ 83：34．2� 5．2
712 エ ー ス ワ ン 牡4鹿 59 浜野谷憲尚榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 484－123：34．3� 67．6�
814 メイショウセイウン 牡4栗 59 高田 潤松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 482－ 43：35．47 15．2�
46 ラッキーストリーク 牡5鹿 60 蓑島 靖典藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 454± 03：35．61� 171．1�
45 ドリームハヤテ 牡5鹿 60 小坂 忠士セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 518＋ 43：37．8大差 28．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，216，900円 複勝： 21，551，800円 枠連： 12，627，900円
馬連： 37，872，900円 馬単： 23，015，400円 ワイド： 20，565，700円
3連複： 55，721，400円 3連単： 79，915，600円 計： 267，487，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 190円 � 230円 枠 連（2－6） 2，080円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 520円 �� 800円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 16，910円

票 数

単勝票数 計 162169 的中 � 23812（3番人気）
複勝票数 計 215518 的中 � 32011（3番人気）� 29944（4番人気）� 22724（5番人気）
枠連票数 計 126279 的中 （2－6） 4701（13番人気）
馬連票数 計 378729 的中 �� 19195（7番人気）
馬単票数 計 230154 的中 �� 5758（13番人気）
ワイド票数 計 205657 的中 �� 10463（7番人気）�� 6439（11番人気）�� 6791（9番人気）
3連複票数 計 557214 的中 ��� 13239（11番人気）
3連単票数 計 799156 的中 ��� 3426（68番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．9－3F 39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→→�→�」
�
�
6，12，5（2，7）11（4，3，13）（1，8）－10－（14，9）
12－（6，7）10（13，11）2（3，1）8－4，9，5＝14

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ダンツミュータント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リードワンダー デビュー 2011．12．17 阪神1着

2009．4．20生 牡6青鹿 母 ウメノローマン 母母 タマモデイクター 障害：4戦2勝 賞金 21，900，000円
※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 オベロン号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤサイモン号・タマモショパン号



04089 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：43．9
1：43．9

良
良

48 ウォーターラボ 牝3青鹿54 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 448＋101：48．1 6．9�
612 サンライズセンス 牡3栗 56

54 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 アタマ 11．2�
12 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 462－ 4 〃 クビ 3．0�

（独）

815� ケースバイケース 牝3黒鹿54 後藤 浩輝谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-
mizu 494－101：48．2	 3．5�

24 ジョヴィアル 牝3栗 54 菱田 裕二佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 456± 01：48．41
 172．0�
47 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿56 �島 良太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 462－ 61：48．6	 98．1�
36 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 466－ 41：48．7
 108．3	
611 エドノジョンソン 牡3鹿 56 東川 公則遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 450－ 21：48．91� 41．2


（笠松）

11 サウンドバーニング 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 422－101：49．0	 13．6�
35 チャリスウェル 牡3鹿 56 小牧 太 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 528＋221：49．21
 19．9
510 クロイツェル 牡3黒鹿56 池添 謙一 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 クビ 5．0�
59 ノースファンタジー 牝3鹿 54 川須 栄彦吉澤 克己氏 橋口弘次郎 浦河 三嶋牧場 502＋101：49．41 109．2�
816 ドリーマーズハイ 牝3黒鹿54 川島 信二飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 438－ 81：49．5	 364．5�
713 ミスロンリーハーツ 牝3鹿 54 太宰 啓介高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 424－ 41：49．81	 61．8�
714 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 458－ 61：49．9	 280．1�
23 グロッシュラー 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 448－101：50．53
 213．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，476，200円 複勝： 37，704，800円 枠連： 15，553，300円
馬連： 60，018，100円 馬単： 34，410，800円 ワイド： 32，131，600円
3連複： 76，593，000円 3連単： 106，098，300円 計： 388，986，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 240円 � 150円 枠 連（4－6） 3，440円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 440円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 29，350円

票 数

単勝票数 計 264762 的中 � 30625（4番人気）
複勝票数 計 377048 的中 � 47618（4番人気）� 33954（5番人気）� 79941（1番人気）
枠連票数 計 155533 的中 （4－6） 3499（12番人気）
馬連票数 計 600181 的中 �� 11820（14番人気）
馬単票数 計 344108 的中 �� 3401（27番人気）
ワイド票数 計 321316 的中 �� 5647（16番人気）�� 19886（4番人気）�� 14618（6番人気）
3連複票数 計 765930 的中 ��� 16272（12番人気）
3連単票数 計1060983 的中 ��� 2620（97番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．2―12．1―12．5―12．5―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―34．9―47．0―59．5―1：12．0―1：24．1―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターラボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．3生 牝3青鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 サンライズセンス号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

サンライズセンス号の騎手岩崎翼は，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10，000円。（被害馬：15番）
※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） 2頭 ティーエスバラ号・リバイブビート号
（非抽選馬） 1頭 ウインブルーローズ号
※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。

04090 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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

23 サトノフラリッシュ 牝3鹿 54 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 508 ―1：36．3 6．2�
816 ミヤジレリゴー 牝3鹿 54 国分 優作曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 530 ―1：36．83 2．7�
11 ワイドバディーズ 牝3黒鹿54 幸 英明幅田 昌伸氏 宮 徹 むかわ 市川牧場 400 ― 〃 アタマ 21．9�
48 シークレットオース 牝3栗 54 国分 恭介吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462 ―1：36．9� 15．6�
612 ゴールドエッセンス 牝3鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414 ―1：37．11� 4．8�
714 カガノカリスマ 牡3黒鹿56 筒井 勇介畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 400 ―1：37．42 272．6�

（笠松）

815 ジェアンレーヴ 牡3鹿 56 東川 公則 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 アタマ 23．0

（笠松）

510 シアワセノキザシ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 480 ―1：37．5	 57．3�
36 ロ ン ギ ヌ ス 牡3黒鹿56 
島 良太冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 424 ―1：37．71	 104．1�
12 ルトルヴェール 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政 	サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462 ―1：37．8	 11．1
59 ヴィラビアンカ 牝3鹿 54 森 一馬田邉 廣己氏 田中 章博 むかわ 東振牧場 394 ―1：37．9クビ 137．2�
713 ブランニューデイ 牝3青鹿54 太宰 啓介市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．53	 30．2�
24 アルフヘイム 牝3栗 54 川須 栄彦 	キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 416 ―1：38．71� 9．1�
35 サトノレイナ 牝3黒鹿54 大野 拓弥里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 クビ 12．4�
47 ミスジャングル 牝3鹿 54 水口 優也	イスズ牧場 崎山 博樹 浦河 日優牧場 416 ―1：38．91� 251．3�
611 ア ゼ リ ア 牝3鹿 54 藤田 伸二	リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474 ―1：42．7大差 75．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，164，500円 複勝： 29，025，200円 枠連： 16，914，400円
馬連： 52，780，800円 馬単： 27，699，600円 ワイド： 24，653，400円
3連複： 61，255，300円 3連単： 79，189，600円 計： 315，682，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 150円 � 400円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，870円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 27，260円

票 数

単勝票数 計 241645 的中 � 30905（3番人気）
複勝票数 計 290252 的中 � 35627（3番人気）� 61907（1番人気）� 14713（8番人気）
枠連票数 計 169144 的中 （2－8） 27891（1番人気）
馬連票数 計 527808 的中 �� 43849（2番人気）
馬単票数 計 276996 的中 �� 9603（4番人気）
ワイド票数 計 246534 的中 �� 16808（2番人気）�� 3185（27番人気）�� 5339（15番人気）
3連複票数 計 612553 的中 ��� 7483（18番人気）
3連単票数 計 791896 的中 ��� 2106（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．5―48．1―1：00．2―1：12．2―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフラリッシュ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．3．21生 牝3鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ワイドバディーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アゼリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月22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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エイシンシャンプー号・キョウワカンナ号・ゴールドヴィーヴル号・シャイニーシチー号・スーパープリンセス号・

ビバリーヒルズ号・ラトーヌジョア号・ラブステイシー号
※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。



04091 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時15分 （芝・右）

牝，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

11 ラッフォルツァート 牝3鹿 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 61：21．3 1．6�
（独）

23 レッドカーラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 424－ 21：21．51� 9．1�
24 エリーティアラ 牝3青鹿54 大野 拓弥谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B462－ 41：21．71 52．4�
12 マイティティー 牝3鹿 54 横山 和生五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 21：21．8� 65．1�
48 ハナズプルメリア 牝3黒鹿54 川島 信二M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 404－ 21：22．01� 40．1�
35 セレッソブランコ 牝3芦 54 菱田 裕二三宅 勝俊氏 境 直行 日高 天羽 禮治 452－10 〃 アタマ 67．0	
713 コスモピーコック 牝3鹿 54 熊沢 重文 
ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：22．1� 25．2�
510 タガノヴェルリー 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 8 〃 クビ 8．7�
816 ク ロ ー ソ ー 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 408＋ 21：22．31� 5．7
47 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿54 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 420－ 4 〃 ハナ 30．0�
611 タマモクラリティー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 432－ 41：22．72� 326．3�
59 � 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± 01：22．8� 295．0�

（笠松） （笠松）

612 セトノビーナス 牝3鹿 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 440－ 41：23．22� 34．9�
36 ウインバニラスカイ 牝3芦 54 藤田 伸二�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 448－ 21：23．52 24．3�
815 メイショウヒマワリ 牝3栗 54 小牧 太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 492＋ 61：23．81� 61．2�
714� ナ ナ チ ャ ン 牝3黒鹿54 筒井 勇介
ホースケア 笹野 博司 青森 諏訪牧場 436－ 81：24．12 214．4�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，882，800円 複勝： 76，405，900円 枠連： 15，916，100円
馬連： 65，891，300円 馬単： 45，179，100円 ワイド： 34，549，800円
3連複： 82，837，300円 3連単： 152，797，600円 計： 500，459，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 630円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 320円 �� 910円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 15，250円

票 数

単勝票数 計 268828 的中 � 130698（1番人気）
複勝票数 計 764059 的中 � 503084（1番人気）� 46587（4番人気）� 9851（10番人気）
枠連票数 計 159161 的中 （1－2） 22337（2番人気）
馬連票数 計 658913 的中 �� 84787（2番人気）
馬単票数 計 451791 的中 �� 45246（2番人気）
ワイド票数 計 345498 的中 �� 31873（3番人気）�� 9358（10番人気）�� 2435（32番人気）
3連複票数 計 828373 的中 ��� 9414（22番人気）
3連単票数 計1527976 的中 ��� 7260（46番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．5―11．7―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．0―45．5―57．2―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッフォルツァート �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Formal Dinner デビュー 2014．7．27 中京2着

2012．2．14生 牝3鹿 母 コ ス モ ベ ル 母母 Blue Sword 8戦2勝 賞金 30，484，000円
※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。
（非当選馬） 6頭 アズマクィーン号・オヒア号・グリューヴァイン号・ニューエディション号・バチスタ号・ラホーヤビーチ号
※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。

04092 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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

36 ジェネシスロック 牡5鹿 57 後藤 浩輝前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：12．3 2．4�
714 スターペスユウコ 牝4鹿 55 水口 優也河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 446± 01：12．4� 6．7�
816 ピクニックソング 牝4鹿 55 菱田 裕二山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 450－ 21：12．61	 14．6�
35 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 熊沢 重文中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 21：12．81� 11．9�
47 ピンクプリンセス 牝4芦 55 大下 智木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B514± 0 〃 クビ 204．0�
713 ビットアリエス 牝4青鹿55 川須 栄彦礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 444＋ 8 〃 ハナ 158．7�
612 プラネットスコア 牡5黒鹿57 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 470－ 41：12．9� 3．8	
24 
 アートオブキング 牡6栗 57

54 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm 482± 0 〃 クビ 20．2

23 
� ウ タ ヒ メ 牝5鹿 55 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 480－ 21：13．0� 72．4�
815 メイショウカフウ 牡4鹿 57 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 468－10 〃 ハナ 28．7�
11 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲義 英真ボストンホース 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472± 01：13．21� 20．8�
48 コパノハリー 牡4栗 57 東川 公則小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 454＋ 21：13．3クビ 67．8�

（笠松）

611 ド ン マ ネ ー 牡5黒鹿57 幸 英明山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 478± 01：13．4� 14．1�
510 カシノソラーレ 牝5栗 55 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 484＋ 41：13．61	 318．3�
59 
� アレックスキッド 5栗 57 筒井 勇介岡田 牧雄氏 森田 直行 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

488＋ 11：13．7� 267．4�
（笠松）

12 
 ウインゴスペル 牡4栗 57 A．シュタルケウイン 西園 正都 英 Cheveley Park
Stud Ltd 512＋ 2 〃 アタマ 31．6�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，617，400円 複勝： 40，748，300円 枠連： 21，494，200円
馬連： 76，094，600円 馬単： 37，424，700円 ワイド： 37，935，500円
3連複： 90，038，500円 3連単： 131，172，700円 計： 462，525，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 200円 � 390円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 390円 �� 680円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 計 276174 的中 � 90117（1番人気）
複勝票数 計 407483 的中 � 99957（1番人気）� 51912（3番人気）� 20012（8番人気）
枠連票数 計 214942 的中 （3－7） 21514（2番人気）
馬連票数 計 760946 的中 �� 68254（2番人気）
馬単票数 計 374247 的中 �� 22496（3番人気）
ワイド票数 計 379355 的中 �� 27303（2番人気）�� 14041（5番人気）�� 6452（17番人気）
3連複票数 計 900385 的中 ��� 19761（8番人気）
3連単票数 計1311727 的中 ��� 8669（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．0―11．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―36．0―47．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネシスロック �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2012．7．8 中京1着

2010．4．26生 牡5鹿 母 ムーニーポンズ 母母 Lotka 21戦3勝 賞金 45，214，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 クラウンビション号・デサフィナード号・トウケイタイガー号
※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。



04093 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第9競走 ��
��1，400�

う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，26．2．22以降27．2．15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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 1，900，000
1，900，000

円
円

付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード
中央レコード

1：19．3
1：19．0

良
良

34 フロアクラフト 牝5黒鹿55 後藤 浩輝 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 510＋101：21．2 4．7�
11 ベッラヴォーチェ 牝5鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 21：21．41� 2．0�
33 ナムラマサシゲ 牡4栗 54 義 英真奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 502＋ 2 〃 アタマ 12．4�
57 プリンシペアスール 牡6鹿 53 竹之下智昭吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 476＋ 91：21．61� 111．1�
58 ストークアンドレイ 牝5芦 54 太宰 啓介本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 478－ 6 〃 同着 89．7�
610 キネオピューマ 牡6鹿 55 大野 拓弥吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 41：21．7� 7．1	
45 ラインアンジュ 牝7鹿 53 熊沢 重文大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 502＋101：21．8� 33．5

46 サトノジョリー 牝6青鹿53 菱田 裕二里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 460－ 61：22．01 61．9�
814	 ウエスタンムサシ 牡6芦 53 
島 良太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 526－ 4 〃 アタマ 90．5�
711 ラーストチカ 牝5黒鹿54 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 450± 01：22．1� 15．4
22 パープルタイヨー 牡9鹿 50 藤懸 貴志中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 452＋ 2 〃 ハナ 197．1�
813 トーセンシルエット 牝4芦 51 川島 信二島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 61：22．42 151．9�
69 サチノクイーン 牝4鹿 53 田中 健佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B472＋ 21：22．61� 6．0�
712 サウンドバラッド �8鹿 53 川須 栄彦増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 490＋201：23．66 140．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，565，700円 複勝： 37，657，400円 枠連： 23，851，000円
馬連： 89，295，400円 馬単： 52，940，200円 ワイド： 38，596，300円
3連複： 104，673，400円 3連単： 197，181，900円 計： 575，761，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 120円 � 260円 枠 連（1－3） 340円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 240円 �� 610円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 315657 的中 � 53433（2番人気）
複勝票数 計 376574 的中 � 48445（3番人気）� 116302（1番人気）� 26542（6番人気）
枠連票数 計 238510 的中 （1－3） 52882（2番人気）
馬連票数 計 892954 的中 �� 143770（1番人気）
馬単票数 計 529402 的中 �� 31431（4番人気）
ワイド票数 計 385963 的中 �� 45723（1番人気）�� 14686（7番人気）�� 21535（5番人気）
3連複票数 計1046734 的中 ��� 59454（3番人気）
3連単票数 計1971819 的中 ��� 19059（19番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．6―11．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―46．8―58．2―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 9－（3，4）8，1（6，7）（2，5，10，14）13－11－12 4 9，4（3，8）（1，7）6（5，14）10（2，13）11－12

勝馬の
紹 介

フロアクラフト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Halling デビュー 2012．11．4 京都2着

2010．5．5生 牝5黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 21戦4勝 賞金 79，257，000円
※ストークアンドレイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04094 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第10競走 ��
��1，400�

かわらまち

河原町ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 タガノトネール �5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502＋ 21：23．8 3．0�

714 カーティスバローズ 牡5鹿 57 筒井 勇介猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 504－ 61：24．01
 48．8�
（笠松）

59 アルボナンザ 牝5栗 55 藤田 伸二�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 470± 0 〃 クビ 5．9�
12 シグナルプロシード 牡5鹿 57 難波 剛健髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 512－ 61：24．1クビ 17．5�
611 ビッグリバティ 牡6青鹿57 後藤 浩輝�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 514－ 8 〃 クビ 30．5�
36 ポメグラネイト 牡4栗 57 小林 徹弥畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 562＋ 41：24．2クビ 13．8	
23 ビ ッ グ ギ グ 牡4栗 57 国分 優作吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 524± 0 〃 クビ 50．4

11 � モエレジュンキン 牡8鹿 57 大野 拓弥鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 484＋ 4 〃 ハナ 183．6�
24 オールブラックス 牡6鹿 57 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 500＋ 41：24．41
 12．6�
816 メイショウオセアン 牡4鹿 57 池添 謙一松本 好氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 548＋101：24．6� 6．1�
47 ライジングサン 牡7栗 57 大下 智名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 522－ 4 〃 クビ 428．7�
510 ゲンパチメジャー 牡6栗 57 田中 博康平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 502± 01：24．7クビ 46．3�
815 エイシンヴァラー 牡4鹿 57 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 494± 01：25．02 5．6�
48 ピンウィール 牝6栗 55 東川 公則�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 468＋ 61：25．21
 190．8�

（笠松）

713 ロードガルーダ 牡6青 57 A．シュタルケ �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 520＋ 41：25．51� 15．2�
（独）

35 プリンセスジャック 牝5栗 55 	島 良太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 488± 01：25．92 32．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，252，500円 複勝： 64，920，600円 枠連： 37，008，300円
馬連： 141，797，400円 馬単： 63，571，700円 ワイド： 59，252，100円
3連複： 171，612，200円 3連単： 247，892，900円 計： 826，307，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 730円 � 180円 枠 連（6－7） 1，810円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 11，250円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 400円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 11，770円 3 連 単 ��� 68，830円

票 数

単勝票数 計 402525 的中 � 105596（1番人気）
複勝票数 計 649206 的中 � 151159（1番人気）� 15565（10番人気）� 99182（2番人気）
枠連票数 計 370083 的中 （6－7） 15839（7番人気）
馬連票数 計1417974 的中 �� 13629（27番人気）
馬単票数 計 635717 的中 �� 4235（42番人気）
ワイド票数 計 592521 的中 �� 6487（28番人気）�� 42066（2番人気）�� 4040（37番人気）
3連複票数 計1716122 的中 ��� 10927（37番人気）
3連単票数 計2478929 的中 ��� 2611（216番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．9―12．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．4―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノトネール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2012．12．9 中京1着

2010．5．12生 �5鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 25戦5勝 賞金 98，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アルベルティ号・イーグルカザン号・イースターパレード号・オソレイユ号・キクノフレヴァン号・

クリスワールド号・クリノエリザベス号・ケンエンブレム号・ゴーインググレート号・コーリンギデオン号・
サウスビクトル号・スノーモンキー号・セイラ号・タガノミューチャン号・テイクエイム号・ナリタシーズン号・
ビナスイート号・ヒミノオオタカ号・ヒラボクプリンス号・ピンポン号・マヤノオントロジー号・
メイショウアイアン号・メイショウゾンビ号・ヤマニンプチガトー号・ルベーゼドランジェ号

※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。

１レース目



04095 2月22日 曇 良 （27京都2）第8日 第11競走 ��
��1，600�

らくよう

洛陽ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

713 レッドアリオン 牡5鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 484－121：33．6 6．0�
24 ラインスピリット 牡4黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 432－ 21：33．81� 45．7�
612 トーセンレーヴ 牡7鹿 58 A．シュタルケ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 ハナ 13．7�

（独）

36 ダンスアミーガ 牝4栗 54 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466± 01：33．9クビ 5．2	
816	 ランリョウオー 
8黒鹿56 小牧 太吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

480＋ 61：34．11� 10．7

12 タムロスカイ 牡8栗 57 国分 恭介谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 496＋ 6 〃 ハナ 119．4�
714 サクラアルディート 牡7鹿 57 菱田 裕二�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 492＋ 6 〃 クビ 11．6�
11 ゴールデンナンバー 牝6栗 55 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 2 〃 アタマ 4．2
510 ダノンプログラマー 
9青鹿57 横山 和生�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 464± 01：34．2クビ 29．5�
47 エーシンミズーリ 牡7黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 488＋ 6 〃 クビ 87．8�
815 マコトナワラタナ 牝6鹿 54 田中 健�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 448－ 21：34．3� 44．6�
611 ハナズゴール 牝6栗 55 幸 英明M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 430－ 41：34．4クビ 9．2�
48 ショウナンワダチ 牡4芦 56 後藤 浩輝国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 478± 01：34．5� 9．0�
23 サカジロロイヤル 牡7黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 520± 01：34．6 12．4�
35 クリーンエコロジー 牡7芦 56 川島 信二石橋 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 518＋121：34．91 151．8�
59 キョウエイストーム 牡10芦 57 北村 友一田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 446－ 6 〃 ハナ 154．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，402，100円 複勝： 73，500，200円 枠連： 55，443，500円
馬連： 237，080，700円 馬単： 101，748，600円 ワイド： 82，887，400円
3連複： 298，056，200円 3連単： 449，030，600円 計： 1，352，149，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 1，070円 � 440円 枠 連（2－7） 2，320円

馬 連 �� 15，650円 馬 単 �� 26，890円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 1，670円 �� 7，810円

3 連 複 ��� 57，480円 3 連 単 ��� 365，780円

票 数

単勝票数 計 544021 的中 � 72177（3番人気）
複勝票数 計 735002 的中 � 96293（3番人気）� 15538（12番人気）� 42823（9番人気）
枠連票数 計 554435 的中 （2－7） 18448（13番人気）
馬連票数 計2370807 的中 �� 11738（47番人気）
馬単票数 計1017486 的中 �� 2837（87番人気）
ワイド票数 計 828874 的中 �� 4308（54番人気）�� 13041（23番人気）�� 2700（68番人気）
3連複票数 計2980562 的中 ��� 3889（160番人気）
3連単票数 計4490306 的中 ��� 890（958番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．8―12．2―11．7―11．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．4―35．2―47．4―59．1―1：10．3―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．5
3 4，3（2，7，13）（6，12，14）－（1，8，15）（16，10）（5，9）－11 4 4（3，13）2（7，14）（6，12）15（1，8）（16，10）（5，9）11

勝馬の
紹 介

レッドアリオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．9．17 阪神2着

2010．2．28生 牡5鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 23戦5勝 賞金 158，165，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 エックスマーク号・オースミイージー号・シゲルササグリ号・セイカプリコーン号・タイキパーシヴァル号・

トップカミング号・ニホンピロアンバー号・ノースショアビーチ号・ヒストリカル号・ヒラボクディープ号・
プリムラブルガリス号・マイネグレヴィル号・メイショウヤタロウ号・リヴェレンテ号・レオアクティブ号・
レーヴデトワール号

※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。

04096 2月22日 曇 良 （27京都2）第8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

611 ラローザブル 牡5栗 57 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B514－ 41：51．5 2．5�
510 メモリーシャルマン 牝6鹿 55 菱田 裕二橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 520－ 2 〃 ハナ 10．0�
48 クラシックメタル 牡4鹿 56 北村 友一吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 500－ 61：51．6� 19．0�
24 シンボリハミルトン 牡4芦 56 池添 謙一シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 510－ 21：52．02� 18．3�
714 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 61：52．32 64．0�
11 スズカルパン 牡6鹿 57

55 △岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 464－ 61：52．4� 5．9	
815 エイユービリオネア 牡4栗 56 藤懸 貴志笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 456＋ 41：52．5� 179．9

35 スズカウラノス 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 466－ 21：52．7� 82．0�
47 シゲルモトナリ 牡8黒鹿57 水口 優也森中 蕃氏 石橋 守 新冠 松本 信行 520－10 〃 ハナ 232．8�
23 ユキノスライダー 牡5栗 57 難波 剛健遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 B454＋ 2 〃 クビ 80．6
612 ナムラドキョウ 牡5芦 57 A．シュタルケ 奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 528－ 21：53．23 14．7�

（独）

713 セフティーエムアイ 牡4鹿 56 国分 優作池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 468－ 21：53．62� 40．9�
36 サトノバリアント 牡4鹿 56 後藤 浩輝里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454－ 41：54．55 8．0�
816 プレミアムブルー 牡6栗 57

54 ▲義 英真 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 500－ 41：54．71� 5．7�
59 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 東川 公則�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド B518＋ 21：54．91� 233．1�

（笠松）

12 オーキッドレイ 牝5鹿 55 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：59．9大差 29．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，621，100円 複勝： 65，421，800円 枠連： 40，572，700円
馬連： 164，687，800円 馬単： 75，149，200円 ワイド： 70，037，300円
3連複： 208，787，800円 3連単： 335，431，700円 計： 1，010，709，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 260円 � 400円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，010円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 22，910円

票 数

単勝票数 計 506211 的中 � 160928（1番人気）
複勝票数 計 654218 的中 � 153982（1番人気）� 58526（5番人気）� 33938（7番人気）
枠連票数 計 405727 的中 （5－6） 33915（4番人気）
馬連票数 計1646878 的中 �� 111006（3番人気）
馬単票数 計 751492 的中 �� 34505（3番人気）
ワイド票数 計 700373 的中 �� 40738（3番人気）�� 17453（10番人気）�� 7599（25番人気）
3連複票数 計2087878 的中 ��� 24285（16番人気）
3連単票数 計3354317 的中 ��� 10612（56番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．9―12．4―12．4―12．6―12．8―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．3―48．7―1：01．1―1：13．7―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラローザブル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．5．20生 牡5栗 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 22戦4勝 賞金 50，781，000円
〔制裁〕 スズカルパン号の騎手岩崎翼は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーキッドレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月22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） 4頭 カリスマサンタイム号・サンデーミノル号・タイセイローマン号・メイショウウタゲ号
※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。

４レース目



（27京都2）第8日 2月22日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

225，340，000円
8，760，000円
1，630，000円
20，540，000円
73，437，500円
5，676，800円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
364，913，900円
565，112，000円
277，530，400円
1，071，962，300円
551，809，100円
475，735，100円
1，339，479，700円
2，084，945，800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 6，731，488，300円

総入場人員 20，787名 （有料入場人員 18，991名）



平成27年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，317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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，839，430，000円
10，400，000円
61，640，000円
11，880，000円
165，980，000円
3，000，000円
522，329，500円
38，012，000円
12，643，200円

勝馬投票券売得金
3，753，171，800円
5，585，403，200円
2，165，915，400円
9，796，885，700円
5，446，774，700円
4，386，436，700円
12，349，993，700円
23，159，983，500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 66，644，564，700円

総入場延人員 147，133名 （有料入場延人員 134，433名）
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