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04085 2月21日 晴 重 （28京都2）第8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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 ダンツロビン 牝3鹿 54 高倉 稜山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 長田ファーム 448± 01：12．2 41．5�
35 アイノシルシ 牝3黒鹿54 酒井 学 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 ノースガーデン 432－ 61：12．51� 4．3�
48 メイショウヒナタ 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 448－ 81：12．71� 12．7�
47 ワンダープニヒール 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 428－101：12．91� 7．3�
611 クリノセゴビア 牝3黒鹿54 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 454＋ 21：13．0� 5．6�
816 オーミポルカ 牝3鹿 54 佐藤 友則岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 474＋ 61：13．21� 27．2	

（笠松）

510 ナ ナ パ ン チ 牝3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 目野 哲也 浦河 カナイシスタッド 450＋ 21：13．3� 21．3

714 オーネットハッピー 牝3鹿 54 松若 風馬醍醐 伸之氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 460－ 61：13．51� 89．3�
59 シルバードリーム 牝3栃栗54 福永 祐一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 430－ 81：13．6� 8．7�
12 カシノマイセルフ 牝3鹿 54

52 △義 英真柏木 務氏 田所 秀孝 鹿児島 柏木 務 422＋ 41：13．81� 224．9
612 ホッコーパフューム 牝3鹿 54 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460－201：13．9� 129．3�
713 アッパーデック 牝3鹿 54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋101：14．11 90．4�
24 グランジュテ 牝3栗 54

52 △城戸 義政�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 442＋ 6 〃 ハナ 3．7�
815 ピ カ デ リ ー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介寺田 秀樹氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 500± 0 〃 クビ 10．8�
23 カフジティアラ 牝3黒鹿54 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472－ 41：14．42 133．7�
36 コウザンティアラ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 新冠伊藤牧場 390－101：14．61� 114．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，792，800円 複勝： 29，569，500円 枠連： 11，297，400円
馬連： 44，146，900円 馬単： 21，409，700円 ワイド： 26，185，200円
3連複： 66，511，000円 3連単： 77，160，100円 計： 291，072，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 1，080円 � 180円 � 350円 枠 連（1－3） 9，260円

馬 連 �� 14，340円 馬 単 �� 31，920円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 6，740円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 44，980円 3 連 単 ��� 334，970円

票 数

単勝票数 計 147928 的中 � 2849（10番人気）
複勝票数 計 295695 的中 � 5704（10番人気）� 55019（2番人気）� 20836（7番人気）
枠連票数 計 112974 的中 （1－3） 945（23番人気）
馬連票数 計 441469 的中 �� 2385（36番人気）
馬単票数 計 214097 的中 �� 503（74番人気）
ワイド票数 計 261852 的中 �� 1558（37番人気）�� 977（47番人気）�� 7007（12番人気）
3連複票数 計 665110 的中 ��� 1109（98番人気）
3連単票数 計 771601 的中 ��� 167（650番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．3―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツロビン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2015．10．25 京都7着

2013．4．7生 牝3鹿 母 コウユーノミチ 母母 オフトメロディ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 アッパーデック号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
〔発走状況〕 カフジティアラ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ワンダープニヒール号の騎手藤懸貴志は，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）
〔調教再審査〕 カフジティアラ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルカゴカキダイ号
※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。

04086 2月21日 晴 重 （28京都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 トウショウコマンチ 牡3青鹿56 �島 良太トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496± 01：52．4 4．1�
35 エクロジオン 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 456－ 81：53．14 2．1�
816 カフジデンジャー 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 556－ 41：53．41� 7．1�
23 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 436－ 41：53．61	 242．9�
36 ミスターウインディ 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 502＋ 21：53．92 9．1�
611 レーヴドラージュ 牡3青 56 丸野 勝虎前田 晋二氏 中村 均 日高 浦新 徳司 520＋ 21：54．11 11．7	

（愛知）

48 ララパルーザ 牡3鹿 56 国分 優作 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 526＋ 2 〃 クビ 23．4


815 フォーラウェイ 牡3鹿 56 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446－ 21：54．42 64．3�
612 スラムダンス 牝3鹿 54

52 △城戸 義政山口 敦広氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 456－141：55．03	 239．7
510 タガノゼウス 牡3黒鹿56 池添 謙一八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 4 〃 ハナ 31．7�
47 ウインフラクタル 牡3栗 56 佐藤 友則�ウイン 中野 栄治 浦河 小倉牧場 470－ 21：55．53 89．6�

（笠松）

713 ダイシンアレッタ 牡3黒鹿56 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 日高 中原牧場 454± 01：55．81	 90．5�
59 ジョウショウキセキ 牡3鹿 56 森 一馬熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 若林 武雄 450± 01：56．43	 83．8�
24 メイショウカネミツ 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 B488－ 21：56．72 13．6�
12 ジューンフォルテ 牡3鹿 56

54 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 442－ 41：57．44 249．9�
714 ア ミ ー ラ 牝3鹿 54 柿原 翔青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 430± 0 〃 クビ 450．6�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，249，300円 複勝： 29，592，800円 枠連： 13，359，300円
馬連： 43，346，700円 馬単： 23，947，400円 ワイド： 26，540，500円
3連複： 59，145，700円 3連単： 79，394，600円 計： 293，576，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 110円 � 180円 枠 連（1－3） 400円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 230円 �� 550円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 182493 的中 � 34778（2番人気）
複勝票数 計 295928 的中 � 47744（2番人気）� 99196（1番人気）� 31318（3番人気）
枠連票数 計 133593 的中 （1－3） 25407（1番人気）
馬連票数 計 433467 的中 �� 75147（1番人気）
馬単票数 計 239474 的中 �� 17066（2番人気）
ワイド票数 計 265405 的中 �� 33757（1番人気）�� 10872（7番人気）�� 18369（3番人気）
3連複票数 計 591457 的中 ��� 42126（2番人気）
3連単票数 計 793946 的中 ��� 10070（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．0―48．9―1：01．6―1：14．4―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウコマンチ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2015．12．19 中京5着

2013．4．15生 牡3青鹿 母 ブリッジトウショウ 母母 ダイアントウショウ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 カフジデンジャー号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
〔制裁〕 カフジデンジャー号の調教師松元茂樹は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 ウインマッキンリー号
※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。

第２回 京都競馬 第８日



04087 2月21日 晴 重 （28京都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 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

815 クリノサンレオ 牡3栗 56 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 434－ 41：25．4 7．9�
714 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 54 川島 信二小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 488＋ 4 〃 アタマ 6．2�
23 ショウサングランド 牡3鹿 56 福永 祐一鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 480± 01：26．03� 2．0�
24 ウイングエンペラー 牡3栗 56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 466－ 41：26．42� 5．7�
12 メモリーサクセス 牝3鹿 54 �島 良太�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 460－ 6 〃 クビ 41．6�
816 ジュンレンパ 牡3鹿 56 松若 風馬河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 B474－ 2 〃 アタマ 26．0	
11 メイショウトヅガワ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 日高 高柳 隆男 480－ 61：26．5� 16．7

612 メイショウヨイチ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 480± 01：26．71 69．5�
48 タマモマリンバ 牡3鹿 56 柿原 翔タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 470± 01：26．91� 48．6�

（愛知）

36 ダンツチェック 牝3鹿 54 佐藤 友則山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 488＋ 2 〃 クビ 64．2
（笠松）

611 ス ト レ ッ チ 牡3黒鹿56 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 468－ 61：27．11� 191．9�
510 コスモアントリア 牡3栗 56 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 川島牧場 460± 01：27．31 39．0�
59 マイネルアーベント 牡3鹿 56

54 △義 英真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 日高 アイズスタッド株式会社 500± 01：27．61� 124．9�

47 アナザヘヴン 牝3鹿 54 丸野 勝虎 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 446－ 41：27．7� 11．8�
（愛知）

35 ニュードラゴン 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 454－ 61：29．4大差 222．5�

（15頭）
713 オールインワン 牡3鹿 56 池添 謙一金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 笹島 政信 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，914，800円 複勝： 31，514，300円 枠連： 15，059，200円
馬連： 43，750，500円 馬単： 26，178，000円 ワイド： 28，404，000円
3連複： 61，658，000円 3連単： 84，301，200円 計： 310，780，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 150円 � 170円 � 110円 枠 連（7－8） 1，300円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 550円 �� 310円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 11，720円

票 数

単勝票数 差引計 199148（返還計 818） 的中 � 20108（4番人気）
複勝票数 差引計 315143（返還計 748） 的中 � 45232（2番人気）� 37804（4番人気）� 99764（1番人気）
枠連票数 差引計 150592（返還計 67） 的中 （7－8） 8927（6番人気）
馬連票数 差引計 437505（返還計 4256） 的中 �� 18888（8番人気）
馬単票数 差引計 261780（返還計 1884） 的中 �� 4923（15番人気）
ワイド票数 差引計 284040（返還計 2104） 的中 �� 11893（7番人気）�� 23863（3番人気）�� 26830（2番人気）
3連複票数 差引計 616580（返還計 9278） 的中 ��� 36505（3番人気）
3連単票数 差引計 843012（返還計 13375） 的中 ��� 5212（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．6―48．2―1：00．9―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノサンレオ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2015．11．7 京都5着

2013．5．18生 牡3栗 母 クリノビリオネア 母母 オプトライアン 6戦1勝 賞金 8，450，000円
〔出走取消〕 オールインワン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ショウサングランド号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 メモリーサクセス号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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。
（非抽選馬） 3頭 サンライフル号・チェダー号・ナディエージダ号
※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。

04088 2月21日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）重 （28京都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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：28．4良・良

57 メイショウアラワシ 牡5栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 464± 03：37．2 22．9�
45 ワールドマッチ 牡5栗 60 中村 将之 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 504± 03：37．51� 12．8�
69 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 484± 0 〃 アタマ 8．7�
813 ゴールデンヒーロー �6鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 03：37．71� 19．5�
58 ドリームセーリング 牡9栗 61 石神 深一ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 486± 03：38．01� 6．7	
22 リヴゴーシュ �4栗 59 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 83：38．1� 3．4

711 ウインヤード 牡5鹿 60 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468± 03：38．52� 97．6�
11 ミヤコデラックス 牡7鹿 60 草野 太郎吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B484＋ 6 〃 アタマ 88．3�
610 ラガートモヒーロ 牡7黒鹿60 黒岩 悠奥村 啓二氏 池添 学 浦河 山春牧場 468－ 83：39．56 38．4
33 ダンツメガヒット �4栗 59 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 498＋ 43：40．24 3．3�
34 ウインアーマー 牡4栗 59 熊沢 重文�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 460－ 63：40．3クビ 9．7�
46 ビコーピリラニ 牡6栗 61 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 498＋183：41．04 83．1�
712 アサクサポイント �8青鹿60 山本 康志田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 63：41．53 18．9�
814 タ ピ エ ス 牡4鹿 59 難波 剛健細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 486－ 23：42．24 91．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，366，400円 複勝： 25，275，000円 枠連： 13，618，200円
馬連： 40，368，200円 馬単： 23，670，100円 ワイド： 24，649，100円
3連複： 64，630，000円 3連単： 83，718，200円 計： 293，295，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 630円 � 440円 � 310円 枠 連（4－5） 3，660円

馬 連 �� 12，370円 馬 単 �� 27，060円

ワ イ ド �� 3，010円 �� 2，930円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 41，780円 3 連 単 ��� 300，470円

票 数

単勝票数 計 173664 的中 � 6054（9番人気）
複勝票数 計 252750 的中 � 9853（9番人気）� 14989（6番人気）� 23547（4番人気）
枠連票数 計 136182 的中 （4－5） 2880（14番人気）
馬連票数 計 403682 的中 �� 2528（34番人気）
馬単票数 計 236701 的中 �� 656（73番人気）
ワイド票数 計 246491 的中 �� 2098（32番人気）�� 2160（29番人気）�� 3317（20番人気）
3連複票数 計 646300 的中 ��� 1160（93番人気）
3連単票数 計 837182 的中 ��� 202（606番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．8－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアラワシ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 クリエイター デビュー 2013．12．23 阪神7着

2011．3．6生 牡5栗 母 メイショウアゲハ 母母 メイショウソヨカゼ 障害：16戦2勝 賞金 39，300，000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 ダイコウキ号・ドリームヒーロー号・ヘリオスフィア号



04089 2月21日 晴 稍重 （28京都2）第8日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時15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

712 オリエントワークス 牝3鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 466 ―1：37．5 20．7�
34 タガノガンチャン 牝3鹿 54 福永 祐一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 41：37．6� 3．3�
11 グランノーブル 牡3鹿 56 佐藤 友則三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 492－ 21：37．7� 6．8�

（笠松）

47 	 タランテュー 牝3鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 仏 Mme Danielle

de la Heronniere 456＋ 41：37．91� 112．1�
46 ステファンバローズ 牡3黒鹿56 四位 洋文猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 466－ 41：38．0� 2．5�
59 エンプレスクー 牝3黒鹿54 松若 風馬	中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 412 ―1：38．63� 100．2

23 タガノプリンセス 牝3栗 54 国分 優作八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋101：38．81 50．6�
58 トウシンゼファー 牡3鹿 56 川島 信二�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484－ 41：39．11� 20．4�
815 ブ ラ ン カ 牝3鹿 54 池添 謙一 	社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 408－ 6 〃 クビ 4．5
611 アドマイヤデライト 牡3黒鹿 56

54 △義 英真近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 524＋ 41：39．31
 186．7�
22 タンブリンマン 牡3鹿 56 松田 大作松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 450－ 21：39．51� 30．7�
814 アカネバローロ 牝3鹿 54 酒井 学ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B472± 01：39．71
 222．7�
713 オ ズ マ 牡3芦 56 小林 徹弥新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 片山牧場 444－ 21：39．9� 159．0�
35 ショウリュウスター 牡3栗 56

54 △城戸 義政上田 亙氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：40．53� 92．4�
610 ヴォートルヴォイス 牡3鹿 56 高倉 稜髙樽さゆり氏 大久保龍志 浦河 高昭牧場 434－ 8 〃 ハナ 370．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，105，900円 複勝： 31，469，500円 枠連： 13，135，500円
馬連： 52，501，400円 馬単： 29，439，400円 ワイド： 29，851，800円
3連複： 69，789，900円 3連単： 105，746，100円 計： 354，039，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 360円 � 150円 � 200円 枠 連（3－7） 3，070円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 9，340円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，860円 �� 310円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 47，260円

票 数

単勝票数 計 221059 的中 � 8539（6番人気）
複勝票数 計 314695 的中 � 17564（6番人気）� 67743（2番人気）� 41548（4番人気）
枠連票数 計 131355 的中 （3－7） 3313（12番人気）
馬連票数 計 525014 的中 �� 10800（11番人気）
馬単票数 計 294394 的中 �� 2363（27番人気）
ワイド票数 計 298518 的中 �� 6155（11番人気）�� 3765（19番人気）�� 27796（2番人気）
3連複票数 計 697899 的中 ��� 10361（16番人気）
3連単票数 計1057461 的中 ��� 1622（125番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．6―12．2―12．6―12．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―35．2―47．4―1：00．0―1：12．6―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリエントワークス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．2．28生 牝3鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 マイネルカリスト号（疾病〔感冒〕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。
（非当選馬） 1頭 サワヤカミスター号
※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。

04090 2月21日 晴 重 （28京都2）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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

45 ソーディヴァイン 牝3鹿 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 530＋101：24．2 6．1�
（笠松）

34 � ジープルメリア 牝3黒鹿54 松田 大作 �キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

452＋101：24．3� 13．2�
813 ワンダーリーデル 牡3鹿 56 松若 風馬山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 524－ 61：24．62 3．5�
58 デピュティプライム 牡3栗 56 長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 474－ 41：24．7クビ 7．5�
57 	 コパノディール 牝3黒鹿54 四位 洋文小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 416＋ 41：25．33� 15．1	
814 ク ラ イ シ ス 牡3鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 0 〃 アタマ 6．3

69 コラッジョーゾ 牡3黒鹿56 酒井 学荒井 壽明氏 柴田 光陽 日高 サンシャイン

牧場 498＋ 21：25．4クビ 60．1�
712 シャインダイアン 牝3黒鹿54 国分 恭介�三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 452－101：25．82� 31．1�
11 � アポロテキサス 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 492＋ 21：26．01 4．6

610 エイシンリンリン 牝3栗 54 藤岡 佑介�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 456－181：26．1� 17．5�
46 アンナトルテ 牝3鹿 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 浦河 富菜牧場 470－ 21：26．52� 62．5�
33 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿54 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 428－ 61：27．03 27．8�
711� ハッピーガール 牝3鹿 54 丸野 勝虎�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 410－ 41：28．9大差 180．5�

（笠松） （愛知）

（13頭）
22 クリノシャンボール 牡3黒鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，112，000円 複勝： 37，148，600円 枠連： 17，123，600円
馬連： 60，901，100円 馬単： 29，544，600円 ワイド： 34，918，200円
3連複： 86，593，900円 3連単： 101，516，500円 計： 393，858，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 400円 � 140円 枠 連（3－4） 3，490円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 11，140円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 510円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 44，680円

票 数

単勝票数 計 261120 的中 � 33933（3番人気）
複勝票数 計 371486 的中 � 39545（4番人気）� 17964（7番人気）� 93265（1番人気）
枠連票数 計 171236 的中 （3－4） 3801（13番人気）
馬連票数 計 609011 的中 �� 7801（25番人気）
馬単票数 計 295446 的中 �� 1989（47番人気）
ワイド票数 計 349182 的中 �� 4917（25番人気）�� 18950（4番人気）�� 7269（17番人気）
3連複票数 計 865939 的中 ��� 13556（16番人気）
3連単票数 計1015165 的中 ��� 1647（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．6―47．8―1：00．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーディヴァイン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．7．11 中京3着

2013．2．14生 牝3鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 5戦2勝 賞金 16，000，000円
〔出走取消〕 クリノシャンボール号は，疾病〔左前球節炎〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 エイシンリンリン号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
※アンナトルテ号・シャインダイアン号・デピュティプライム号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04091 2月21日 晴 重 （28京都2）第8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

77 エーティーロゼッタ 牝4鹿 54 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 486± 01：52．4 5．5�
810 バイナリーコード 牝4栗 54 福永 祐一 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474± 01：52．82� 1．6�
66 パヴェダイヤモンド 牝4栗 54 松若 風馬大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 61：53．22� 69．1�
44 バラブシュカ 牝4栗 54 藤懸 貴志大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 518± 01：53．3� 29．6�
33 � ピンクシャドウ 牝5栗 55 松田 大作 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 484－ 81：53．4クビ 11．3	
78 � サンレイフレンチ 牝5栗 55

53 △義 英真永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 416－ 21：53．61� 156．8

55 トウシンハンター 牝4黒鹿54 酒井 学�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 446± 0 〃 クビ 20．6�
11 クライミングローズ 牝4青鹿 54

53 ☆石川裕紀人前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B428± 01：53．7	 4．5�

89 ポ リ ア フ 牝4鹿 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B492± 01：54．33� 85．3
（笠松）

22 マックスユーキャン 牝5栗 55 長岡 禎仁 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 61：54．4� 34．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，082，400円 複勝： 81，934，300円 枠連： 12，004，900円
馬連： 57，726，100円 馬単： 43，588，700円 ワイド： 29，349，000円
3連複： 73，061，000円 3連単： 193，445，600円 計： 522，192，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 110円 � 550円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，090円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 24，070円

票 数

単勝票数 計 310824 的中 � 45022（3番人気）
複勝票数 計 819343 的中 � 57512（2番人気）� 608892（1番人気）� 8159（8番人気）
枠連票数 計 120049 的中 （7－8） 29841（1番人気）
馬連票数 計 577261 的中 �� 125912（1番人気）
馬単票数 計 435887 的中 �� 26619（5番人気）
ワイド票数 計 293490 的中 �� 48920（1番人気）�� 3019（23番人気）�� 6040（13番人気）
3連複票数 計 730610 的中 ��� 12003（14番人気）
3連単票数 計1934456 的中 ��� 5825（72番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．4―12．8―12．0―12．2―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―38．1―50．9―1：02．9―1：15．1―1：27．4―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーティーロゼッタ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．4．7生 牝4鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 13戦2勝 賞金 19，771，000円
〔騎手変更〕 バラブシュカ号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔発走状況〕 ピンクシャドウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピンクシャドウ号は，平成28年2月22日から平成28年3月13日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。

04092 2月21日 晴 重 （28京都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

23 アラタマシャトル 牡5鹿 57 池添 謙一荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494± 01：11．8 5．7�
48 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 61：11．9� 10．2�
36 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 福永 祐一脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 428＋ 2 〃 クビ 10．1�
815 アーネストミノル 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 6 〃 ハナ 79．8�
612� メイショウアバラガ 牡4鹿 57 四位 洋文松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 508± 01：12．0クビ 2．0�
510 ボストンビリーヴ 牝6栗 55 松田 大作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 466－ 21：12．1� 27．6	
59 アイファーサラオー 牡4鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 500± 0 〃 ハナ 12．1

714� シゲルノマオイ 牡4栗 57

55 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 482－101：12．42 50．8�
12 サカジロビューティ 牝4鹿 55 藤懸 貴志ロイヤルパーク 武田 博 日高 シンボリ牧場 440± 01：12．5� 286．8�
11 タイキラトナンジュ 牡4鹿 57 松若 風馬大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456＋ 21：12．6クビ 7．0�
47 ウェディングラン 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 438－ 21：13．13 316．1�
713 アスターペニー 牝4鹿 55

54 ☆石川裕紀人加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 452＋ 21：13．31� 92．2�
24 � タイキパラドックス 牡4栗 57 丸野 勝虎大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 434－ 61：13．4� 31．4�
（愛知）

35 � フロイラインシチー 牝4鹿 55 佐藤 友則飛野牧場 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 460＋121：13．71� 394．6�
（笠松）

611� ワイドヴィンチェレ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社
吉田ファーム 412－131：13．8� 25．8�

816� トリンカファイブ 牝4鹿 55 国分 優作ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 426－ 21：14．65 62．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，400，300円 複勝： 40，973，900円 枠連： 20，498，500円
馬連： 76，435，900円 馬単： 38，670，700円 ワイド： 43，538，100円
3連複： 98，969，800円 3連単： 138，135，500円 計： 486，622，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 260円 � 310円 枠 連（2－4） 2，060円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 630円 �� 660円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 29，780円

票 数

単勝票数 計 294003 的中 � 41154（2番人気）
複勝票数 計 409739 的中 � 66325（2番人気）� 39144（4番人気）� 30602（6番人気）
枠連票数 計 204985 的中 （2－4） 7694（9番人気）
馬連票数 計 764359 的中 �� 28286（7番人気）
馬単票数 計 386707 的中 �� 7184（14番人気）
ワイド票数 計 435381 的中 �� 18151（7番人気）�� 17145（8番人気）�� 7237（19番人気）
3連複票数 計 989698 的中 ��� 11381（21番人気）
3連単票数 計1381355 的中 ��� 3362（94番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．1―47．3―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラタマシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2013．7．21 中京4着

2011．4．27生 牡5鹿 母 アラタマヘイロー 母母 アラタマオペラ 24戦3勝 賞金 32，308，000円
〔騎手変更〕 ワイドヴィンチェレ号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
※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。
（非抽選馬） 3頭 シゲルエチゴ号・スズカオーショウ号・ミトノゴールド号
※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。



04093 2月21日 晴 稍重 （28京都2）第8日 第9競走 ��
��1，800�つ ば き 賞

発走14時15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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

88 ナムラシングン 牡3黒鹿56 池添 謙一奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 514± 01：52．4 3．3�
33 ミッキーロケット 牡3鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 41：52．61� 2．0�
66 パールコード 牝3青鹿54 福永 祐一 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 514－10 〃 クビ 4．9�
77 イマジンザット 牡3鹿 56 石川裕紀人林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 428－ 21：53．55 5．9�
55 ク ロ ー ク ス 牡3栗 56 松田 大作 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 19．9�
89 ウインテンダネス 牡3栗 56 高倉 稜	ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 470± 01：53．82 74．0

44 オウケンダイヤ 牝3黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 394＋ 21：54．86 94．1�
11 � ツリーナッツヒメ 牝3鹿 54 佐藤 友則大原 雄一氏 笹野 博司 様似 小田牧場 402－ 21：55．86 143．0�

（笠松） （笠松）

22 � リードクィーン 牝3黒鹿54 柿原 翔谷 謙介氏 坂口 義幸 日高 小西ファーム 432－ 81：57．18 148．0
（愛知） （愛知）

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，471，600円 複勝： 64，881，800円 枠連： 16，193，400円
馬連： 74，626，800円 馬単： 60，454，900円 ワイド： 35，158，100円
3連複： 91，104，700円 3連単： 297，477，600円 計： 685，368，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 130円 �� 240円 �� 180円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，700円

票 数

単勝票数 計 454716 的中 � 108987（2番人気）
複勝票数 計 648818 的中 � 103970（2番人気）� 386561（1番人気）� 55439（4番人気）
枠連票数 計 161934 的中 （3－8） 42481（1番人気）
馬連票数 計 746268 的中 �� 189633（1番人気）
馬単票数 計 604549 的中 �� 73236（2番人気）
ワイド票数 計 351581 的中 �� 81574（1番人気）�� 29368（4番人気）�� 47765（2番人気）
3連複票数 計 911047 的中 ��� 170295（1番人気）
3連単票数 計2974776 的中 ��� 126505（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―37．7―50．9―1：04．1―1：16．9―1：29．5―1：40．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラシングン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．10．25 京都2着

2013．3．6生 牡3黒鹿 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 5戦2勝 賞金 19，845，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リードクィーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月21日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04094 2月21日 晴 稍重 （28京都2）第8日 第10競走 ��
��1，200�

お と く に

乙 訓 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

69 ウィットウォーター 牝5黒鹿55 国分 恭介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B454＋ 81：11．1 17．8�
711 トウカイセンス 牝5鹿 55 福永 祐一内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 452＋ 2 〃 ハナ 2．9�
610 フェアラフィネ 牝4芦 55 高倉 稜髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 446± 0 〃 クビ 7．1�
57 ネオヴィクトリア 牝6黒鹿55 国分 優作小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 9．1�
45 ブラッククローバー 牡4黒鹿57 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 502＋ 21：11．31� 15．4�
11 オーネットサクセス 牝6鹿 55 佐藤 友則醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 458＋ 21：11．4	 95．2�

（笠松）

34 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 472± 01：11．61� 8．4	
58 メイショウマサカゼ 
4黒鹿57 武 幸四郎松本 好
氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 496－ 8 〃 クビ 65．6�
712 オオタニジムチョウ 牡7黒鹿57 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 466± 01：11．7クビ 17．2�
46 タケデンタイガー 牡4栗 57 石川裕紀人武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 476－ 21：11．8� 5．2
33 スノーエンジェル 牝4芦 55 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 アタマ 26．3�
22 ジェットコルサ 牡4青 57 松若 風馬尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 478＋ 21：11．9	 34．3�
814 アグネスキズナ 
6栗 57 四位 洋文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500－ 21：12．32	 34．1�
813 ショウナンアズサ 牝6鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 B528＋ 81：12．4	 18．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，687，200円 複勝： 48，520，800円 枠連： 29，474，600円
馬連： 118，818，400円 馬単： 54，134，300円 ワイド： 52，172，800円
3連複： 153，589，300円 3連単： 211，979，600円 計： 706，377，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 340円 � 150円 � 210円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，550円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 29，490円

票 数

単勝票数 計 376872 的中 � 16844（8番人気）
複勝票数 計 485208 的中 � 28973（7番人気）� 108279（1番人気）� 56293（3番人気）
枠連票数 計 294746 的中 （6－7） 40771（1番人気）
馬連票数 計1188184 的中 �� 37079（8番人気）
馬単票数 計 541343 的中 �� 6684（23番人気）
ワイド票数 計 521728 的中 �� 13790（9番人気）�� 8121（19番人気）�� 35261（1番人気）
3連複票数 計1535893 的中 ��� 27932（9番人気）
3連単票数 計2119796 的中 ��� 5210（76番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―11．8―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―47．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィットウォーター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．3 小倉5着

2011．3．8生 牝5黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 23戦4勝 賞金 48，205，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ウィットウォーター号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔制裁〕 ブラッククローバー号の騎手川島信二は，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50，000円。（被害馬：4

番）
※スノーエンジェル号・フェアラフィネ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

追 加 記 事（第 2回京都競馬第 7日第 4競走）
〔その他〕　　メイショウテレーズ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

１レース目



04095 2月21日 晴 稍重 （28京都2）第8日 第11競走 ��
��1，400�

いかるが

斑鳩ステークス
発走15時30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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

22 � エイシンスパルタン 牡5芦 57 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米
Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

494± 01：23．5 4．9�
11 トーキングドラム 牡6鹿 57 石川裕紀人下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478± 01：23．6	 5．1�
33 ドラゴンストリート 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 478－ 21：23．91
 3．5�
77 ダイシンサンダー 牡5鹿 57 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 494＋ 4 〃 アタマ 5．1�
89 � メラグラーナ 牝4鹿 54 池添 謙一吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 520＋101：24．11� 4．6	
78 ラインスピリット 牡5黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 2 〃 クビ 22．0

55 ラッフォルツァート 牝4鹿 55 国分 優作 �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 474＋ 61：24．2	 22．4�
44 レインフォール 牡7芦 57 松若 風馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 442－ 41：24．3
 54．8�
810 ダイナミックガイ 牡6栗 57 高倉 稜小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 500＋181：25．25 59．7
66 サンブルエミューズ 牝6栗 55 四位 洋文 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456± 01：25．4	 27．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，943，800円 複勝： 58，971，600円 枠連： 32，525，900円
馬連： 187，925，400円 馬単： 88，804，800円 ワイド： 63，695，900円
3連複： 219，976，200円 3連単： 456，031，800円 計： 1，163，875，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 150円 � 140円 枠 連（1－2） 1，340円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 450円 �� 420円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 7，150円

票 数

単勝票数 計 559438 的中 � 90670（3番人気）
複勝票数 計 589716 的中 � 83066（5番人気）� 104152（3番人気）� 118710（1番人気）
枠連票数 計 325259 的中 （1－2） 18701（9番人気）
馬連票数 計1879254 的中 �� 110206（10番人気）
馬単票数 計 888048 的中 �� 27910（16番人気）
ワイド票数 計 636959 的中 �� 35292（8番人気）�� 38898（6番人気）�� 43633（3番人気）
3連複票数 計2199762 的中 ��� 124160（3番人気）
3連単票数 計4560318 的中 ��� 46225（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―11．8―11．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．7―47．5―59．1―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 2（8，9）（4，7）5，10，3，1，6 4 2（8，9）（4，7）（5，3，10）（1，6）

勝馬の
紹 介

�エイシンスパルタン �
�
父 Zensational �

�
母父 Mutakddim デビュー 2013．12．8 阪神3着

2011．2．23生 牡5芦 母 Lady Tak 母母 Star of My Eye 9戦5勝 賞金 75，368，000円
〔騎手変更〕 サンブルエミューズ号の騎手小崎綾也は，第1回小倉競馬第3日第7競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。

04096 2月21日 晴 重 （28京都2）第8日 第12競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 リアルプロジェクト 牡4鹿 57
56 ☆石川裕紀人吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 526＋ 41：24．1 4．7�

713 リリーウイナー 牡4鹿 57
55 △義 英真土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 524± 0 〃 クビ 7．6�

510 ヤマニンメンヒル 牡7鹿 57 松田 大作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 474－ 61：24．52� 55．0�
611 サンライズマーチ 牡6鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 490± 0 〃 ハナ 25．4�
816 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57 酒井 学田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 ハナ 18．1�
815 ペプチドウォヘッド 牡4鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 468＋ 6 〃 クビ 7．5�
35 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 川島 信二松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 548＋ 41：24．6� 2．6	
59 � アドマイヤシャドウ 牡7鹿 57 国分 恭介近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 496＋ 21：24．7� 37．9

36 メイショウホウトウ 牡5青鹿57 丸野 勝虎松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490－ 21：24．8クビ 61．2�

（愛知）

48 プリンシペアスール 牡7鹿 57 佐藤 友則吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 46．9�
（笠松）

714� スズカアーサー 牡7鹿 57 熊沢 重文永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 490－ 21：24．9クビ 31．1
24 � ヒラボクダッシュ 牡7栗 57

55 △城戸 義政�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 468＋ 21：25．32� 62．3�
23 プラネットスコア 牡6黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 478－ 81：25．83 107．6�
12 エデンロック 牡6鹿 57 長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 ハナ 12．2�
11 バ リ キ 牡4栗 57 高倉 稜杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 454± 01：26．11� 12．1�
47 テーオートマホーク 牡6鹿 57 藤懸 貴志小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 478＋ 81：26．95 198．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，922，100円 複勝： 69，464，400円 枠連： 48，864，700円
馬連： 172，380，600円 馬単： 72，827，600円 ワイド： 80，229，300円
3連複： 229，327，300円 3連単： 325，122，000円 計： 1，052，138，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 230円 � 1，040円 枠 連（6－7） 1，320円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 750円 �� 3，300円 �� 6，260円

3 連 複 ��� 24，640円 3 連 単 ��� 92，360円

票 数

単勝票数 計 539221 的中 � 90913（2番人気）
複勝票数 計 694644 的中 � 90991（2番人気）� 86521（3番人気）� 13973（14番人気）
枠連票数 計 488647 的中 （6－7） 28492（6番人気）
馬連票数 計1723806 的中 �� 79673（5番人気）
馬単票数 計 728276 的中 �� 17863（8番人気）
ワイド票数 計 802293 的中 �� 29284（6番人気）�� 6115（36番人気）�� 3187（62番人気）
3連複票数 計2293273 的中 ��� 6979（81番人気）
3連単票数 計3251220 的中 ��� 2552（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．2―47．4―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルプロジェクト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．10．19 京都6着

2012．4．14生 牡4鹿 母 トレンドエッセンス 母母 ウインブルドンⅡ 12戦3勝 賞金 35，620，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 ランドスター号・ルイカズマ号
※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。

４レース目



（28京都2）第8日 2月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 164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

207，390，000円
6，260，000円
1，220，000円
20，920，000円
64，850，500円
5，078，800円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
372，048，600円
549，316，500円
243，155，200円
972，928，000円
512，670，200円
474，692，000円
1，274，356，800円
2，154，028，800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 6，553，196，100円

総入場人員 24，302名 （有料入場人員 23，330名）



平成28年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，358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

1，902，810，000円
12，650，000円
58，020，000円
12，070，000円
203，860，000円
5，000，000円
537，214，000円
39，378，600円
13，036，800円

勝馬投票券売得金
4，007，997，400円
7，036，219，800円
2，331，562，200円
10，364，757，200円
5，359，350，000円
5，189，312，300円
14，075，066，400円
23，976，829，700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 72，341，095，000円

総入場延人員 141，550名 （有料入場延人員 134，825名）
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