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04073 2月20日 雨 稍重 （28京都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

816 アテンフェスタ 牡3栗 56 川田 将雅河村 �平氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476± 01：13．3 1．2�
612 ニシノラディアント 牡3鹿 56 酒井 学西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 494± 01：13．83 14．3�
11 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54 長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 454－ 41：13．9クビ 21．4�
47 カネトシボヌール 牡3鹿 56 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 444－ 41：14．0� 37．9�
12 スリーミュージアム 牡3鹿 56 菱田 裕二永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 418－ 2 〃 クビ 144．0	
36 ノーアトゥーン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 480－ 21：14．1クビ 42．4

23 スープレックス �3鹿 56

54 △義 英真藤井聡一郎氏 崎山 博樹 日高 日高大洋牧場 424－ 41：14．31	 247．4�
24 エバーチェンジング 牡3鹿 56 川原 正一今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 456－101：14．4
 164．9�

（兵庫）

35 メイショウダイウン 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 480－ 2 〃 クビ 42．9
510 タガノシェーヴル 牡3栗 56 戸崎 圭太八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 81：14．93 5．3�
815 メイショウコンゴウ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 500± 01：15．0� 33．4�
59 ギ ャ デ ィ ス 牡3鹿 56 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 480＋ 8 〃 アタマ 142．4�
713� ベリースコール �3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 482－ 21：15．2� 161．8�
48 ヤマニンロスター 牡3栗 56 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478＋ 2 〃 クビ 105．1�
611 パイナップルキング 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 B438－ 61：15．3クビ 345．5�
714 アイファーチェリー 牝3鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 B394± 01：15．51	 419．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，388，000円 複勝： 112，449，100円 枠連： 14，703，800円
馬連： 50，751，300円 馬単： 39，037，200円 ワイド： 34，957，500円
3連複： 72，729，500円 3連単： 133，582，400円 計： 484，598，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 240円 � 330円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 350円 �� 490円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 5，690円

票 数

単勝票数 計 263880 的中 � 168724（1番人気）
複勝票数 計1124491 的中 � 908583（1番人気）� 27253（3番人気）� 17588（4番人気）
枠連票数 計 147038 的中 （6－8） 16346（2番人気）
馬連票数 計 507513 的中 �� 62106（2番人気）
馬単票数 計 390372 的中 �� 39706（2番人気）
ワイド票数 計 349575 的中 �� 27822（2番人気）�� 18308（3番人気）�� 4077（17番人気）
3連複票数 計 727295 的中 ��� 19877（10番人気）
3連単票数 計1335824 的中 ��� 17007（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．6―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アテンフェスタ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．8 小倉4着

2013．4．26生 牡3栗 母 ニューフェアリー 母母 ダーリングレディ 6戦1勝 賞金 14，100，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 グローリア号・シャトリエ号
※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。

04074 2月20日 雨 稍重 （28京都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

59 ストライクイーグル 牡3青鹿56 S．フォーリー �キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 522－ 21：54．0 19．5�
（愛）

58 ハローマイディア 牡3黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 482－ 81：54．1� 3．6�
611 サウスオブボーダー 牡3鹿 56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 452± 01：54．52� 2．4�
34 キクノシュペール 牡3芦 56 川田 将雅菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 480＋ 41：54．81� 13．8�
46 キングラディウス 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B470± 01：54．9� 4．7�
23 アイルーロス 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 446－ 21：55．11� 49．9	
814 ネフェルティティ 牝3芦 54 戸崎 圭太前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 01：55．3� 39．5

610 エアワイバーン 牡3青鹿56 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 546＋ 21：55．93� 7．1�
22 ニシノライト 牡3栗 56 菱田 裕二西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 448－ 81：56．22 125．8
713 ナムラランボー 牡3鹿 56 国分 恭介奈村 信重氏 浜田多実雄 様似 林 時春 516＋ 41：56．3クビ 123．3�
11 シルバーゲイル 牡3芦 56 柴山 雄一林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 増本 良孝 494± 01：56．83 249．9�
815 イネディットタイド 牡3黒鹿56 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 428－ 41：57．33 347．8�
47 ウ ラ ワ ザ 牡3黒鹿56 柴田 未崎内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 492－ 61：58．47 72．0�
35 ウインマッキンリー 牡3栗 56 川原 正一�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム B486± 0 〃 クビ 312．8�

（兵庫）

712 ジスイズザゼネラル 牡3黒鹿56 太宰 啓介山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 464＋ 21：59．67 412．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，873，500円 複勝： 44，545，800円 枠連： 12，629，900円
馬連： 46，283，700円 馬単： 26，730，900円 ワイド： 29，339，700円
3連複： 65，495，100円 3連単： 95，196，700円 計： 343，095，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 370円 � 150円 � 110円 枠 連（5－5） 5，520円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 750円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 31，830円

票 数

単勝票数 計 228735 的中 � 9357（6番人気）
複勝票数 計 445458 的中 � 17172（6番人気）� 70971（3番人気）� 166018（1番人気）
枠連票数 計 126299 的中 （5－5） 1771（12番人気）
馬連票数 計 462837 的中 �� 7997（13番人気）
馬単票数 計 267309 的中 �� 2055（26番人気）
ワイド票数 計 293397 的中 �� 5766（12番人気）�� 8830（10番人気）�� 46141（1番人気）
3連複票数 計 654951 的中 ��� 22307（8番人気）
3連単票数 計 951967 的中 ��� 2168（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．0―49．6―1：02．7―1：15．4―1：28．3―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3
14，8（6，9，12）4（5，15）7，1，10，3，11－13，2
14（8，9）6，4，11（1，5，12）（3，15）（7，10）13－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストライクイーグル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Marquetry デビュー 2015．11．28 京都11着

2013．4．12生 牡3青鹿 母 ミスエアクラフト 母母 Silver in Flight 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジスイズザゼネラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月20日まで平

地競走に出走できない。
※ウインマッキンリー号は，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または施行団体名を表示している。

第２回 京都競馬 第７日



04075 2月20日 雨 稍重 （28京都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）

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

611 メイスンスパート 牡3栗 56 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム 440± 01：25．7 7．1�
59 ドンボラーレ 牡3栗 56 藤懸 貴志山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 2 〃 クビ 7．9�
12 タイセイラナキラ 牝3栗 54 S．フォーリー 田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 510－ 61：26．01� 2．5�

（愛）

48 ヤギリジャスパー 牡3鹿 56 国分 優作内田ヤエ子氏 高橋 義博 新ひだか 桜井牧場 522＋ 2 〃 ハナ 21．8�
23 ストンライティング 牡3鹿 56 川原 正一石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 438－ 21：27．17 89．6�

（兵庫）

713 ルールチェリッシュ 牝3栗 54 和田 竜二儀賀 昭三氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 474± 01：27．41� 65．2�
36 シゲルサンマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 524＋ 6 〃 ハナ 81．7	
11 ジョウショー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 458± 0 〃 ハナ 520．5

612 ボーナスチャンス 牝3黒鹿54 菱田 裕二薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 484± 01：27．5� 111．4�
714 メイショウバラード 牝3青鹿54 小林 徹弥松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 444－ 21：27．6� 71．5
47 トーアヒミコ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 438± 01：27．91� 197．9�
816 ピッコラストレーガ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 426－ 61：28．11 52．0�
24 エイシンヒアゴーズ 牡3黒鹿56 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444± 01：28．31� 6．3�
815 バトルハルトマン 牡3栗 56 藤岡 佑介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 510＋ 41：28．4� 3．4�
35 フィオレンツァ 牝3栗 54 水口 優也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：28．72 86．0�
510 アラモアナロマンス 牝3鹿 54 国分 恭介横瀬 兼二氏 牧田 和弥 日高 メイプルファーム 382－ 81：29．12 257．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，953，600円 複勝： 30，079，300円 枠連： 11，931，800円
馬連： 46，056，000円 馬単： 25，630，900円 ワイド： 28，185，500円
3連複： 65，479，600円 3連単： 82，445，200円 計： 310，761，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 160円 � 130円 枠 連（5－6） 1，830円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 600円 �� 440円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 11，860円

票 数

単勝票数 計 209536 的中 � 23533（4番人気）
複勝票数 計 300793 的中 � 35620（5番人気）� 46117（3番人気）� 73724（1番人気）
枠連票数 計 119318 的中 （5－6） 5035（8番人気）
馬連票数 計 460560 的中 �� 19889（8番人気）
馬単票数 計 256309 的中 �� 5387（15番人気）
ワイド票数 計 281855 的中 �� 11635（8番人気）�� 16485（5番人気）�� 17698（3番人気）
3連複票数 計 654796 的中 ��� 32667（5番人気）
3連単票数 計 824452 的中 ��� 5038（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．2―12．9―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．1―47．3―1：00．2―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイスンスパート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．8．8 新潟7着

2013．5．27生 牡3栗 母 モエレカントリー 母母 ダイナシユガー 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タイセイラナキラ号の騎手S．フォーリーは，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 イデアオブダンディ号・コスモタウルス号・コパノチャンス号・ダッシュビーム号・ハシカミ号・ペイシャナイト号・

マイネルゴール号・ライラックチャーム号
※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。

04076 2月20日 曇 稍重 （28京都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

59 � エイシンヒマワリ 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 米 Michael Jawl 496 ―1：53．6 4．8�
816 アルティマウェポン 牝3栗 54 M．デムーロ幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 470 ―1：54．87 2．5�
24 クインズフェザー 牡3鹿 56 川島 信二 �クイーンズ・ランチ 宮本 博 新ひだか 土田 和男 474 ―1：55．33 35．5�
48 ラインフィール 牡3栗 56 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498 ―1：55．4� 41．4�
714 マッカートニー 牡3栗 56 藤岡 佑介薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 488 ―1：56．25 11．3�
47 ギフトアワード 牝3鹿 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 432 ―1：56．4� 114．3	
510 キングジュエリー 牡3栗 56 岩田 康誠平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 534 ―1：57．03	 5．7

11 コパノマイケル 牡3栗 56 S．フォーリー 小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 520 ―1：57．1� 24．5�

（愛）

611 ク ム フ ラ 牝3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 490 ―1：57．84 11．6�

612 モズフェローズ 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 目黒牧場 490 ―1：58．22 216．6
35 サトノアクセル 牡3黒鹿56 藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 500 ―1：58．73 40．4�
12 コウエイスズラン 牝3鹿 54 川原 正一西岡 静男氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 460 ―1：59．12	 7．6�

（兵庫）

713 ピーマックス 牝3鹿 54 国分 優作三宅 勝俊氏 飯田 雄三 平取 北島牧場 454 ―2：01．1大差 40．6�
815 メイショウテレーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 476 ―2：01．2� 338．5�
36 クリノアンジュ 牝3鹿 54 田中 博康栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 490 ―2：02．810 232．9�
23 ユウキビバワンダー 牡3栗 56 太宰 啓介雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 520 ―2：03．75 119．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，045，800円 複勝： 30，514，100円 枠連： 15，437，100円
馬連： 41，345，600円 馬単： 24，140，800円 ワイド： 24，321，300円
3連複： 52，714，800円 3連単： 69，662，200円 計： 280，181，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 150円 � 550円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，260円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 39，610円

票 数

単勝票数 計 220458 的中 � 36367（2番人気）
複勝票数 計 305141 的中 � 46167（2番人気）� 66883（1番人気）� 10279（8番人気）
枠連票数 計 154371 的中 （5－8） 36170（1番人気）
馬連票数 計 413456 的中 �� 41631（1番人気）
馬単票数 計 241408 的中 �� 10091（4番人気）
ワイド票数 計 243213 的中 �� 20553（1番人気）�� 2556（26番人気）�� 3218（20番人気）
3連複票数 計 527148 的中 ��� 4472（25番人気）
3連単票数 計 696622 的中 ��� 1275（121番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．9―12．2―12．5―13．3―13．3―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．6―48．8―1：01．3―1：14．6―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．0
1
3
14，9－16，8，11，13（4，1）（6，15）12－7－2－10－（3，5）
9－14，16＝8，11（4，1）－（12，13）－（7，15）10－2，6－5，3

2
4

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

勝馬の
紹 介

�エイシンヒマワリ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Pulpit 初出走

2013．3．13生 牝3鹿 母 Home From Oz 母母 Tap Your Heels 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピーマックス号・メイショウテレーズ号・クリノアンジュ号・ユウキビバワンダー号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月20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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アナザープラネット号・カーラーグル号・ナムラゴエモン号・ハタノコンフリクト号・フィールブリーズ号
※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。



04077 2月20日 雨 稍重 （28京都2）第7日 第5競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ホットファイヤー 牡3鹿 56 武 豊西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 456± 02：03．9 4．6�
12 マイネルチャンプ 牡3黒鹿56 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 むかわ 上水牧場 474－ 62：04．11� 27．5�

（愛）

816 フ ラ ン ド ル 牡3鹿 56 C．ルメール 寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492－ 62：04．2� 1．6�
23 キングサンデー 牡3鹿 56

54 △義 英真戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 464＋102：04．62� 97．9�
611 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 448＋ 42：04．92 13．5�
714 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 22：05．53� 128．5	

612 インペリアルスピア 牡3栗 56 和田 竜二野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 434－ 22：05．71� 19．4

47 ロードキング 牡3鹿 56 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 500－ 22：05．9� 17．4�
59 エランドールシチー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか カタオカフアーム 450－10 〃 ハナ 128．8�
36 ナムラムサシ 牡3鹿 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 452＋ 42：06．43 8．2
24 シ グ ム ン ド 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 安惠氏 松下 武士 安平 追分ファーム 466－122：06．71� 472．6�
510 シゲルムツゴロウ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 442＋ 2 〃 クビ 376．7�
35 アグネスカミング 牡3鹿 56 戸崎 圭太渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466± 02：07．23 45．8�
48 ア プ ロ ム 牡3黒鹿56 菱田 裕二水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 B494± 0 〃 アタマ 196．0�
713 ワイエムテイオー 牡3鹿 56 四位 洋文�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 中橋 正 494－ 22：07．3� 33．4�
815 ライブリシュナイト 牡3鹿 56 田中 博康加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 480－ 22：07．72 229．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，479，600円 複勝： 91，362，900円 枠連： 15，604，600円
馬連： 59，028，900円 馬単： 37，428，600円 ワイド： 38，632，600円
3連複： 81，680，800円 3連単： 122，463，000円 計： 475，681，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 390円 � 110円 枠 連（1－1） 6，510円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 720円 �� 240円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 22，920円

票 数

単勝票数 計 294796 的中 � 51056（2番人気）
複勝票数 計 913629 的中 � 77444（2番人気）� 17497（7番人気）� 610515（1番人気）
枠連票数 計 156046 的中 （1－1） 1857（17番人気）
馬連票数 計 590289 的中 �� 11090（13番人気）
馬単票数 計 374286 的中 �� 3710（20番人気）
ワイド票数 計 386326 的中 �� 12560（8番人気）�� 47777（1番人気）�� 11041（10番人気）
3連複票数 計 816808 的中 ��� 27209（7番人気）
3連単票数 計1224630 的中 ��� 3873（72番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．6―12．4―12．5―12．7―12．5―12．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．1―49．5―1：02．0―1：14．7―1：27．2―1：39．6―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホットファイヤー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．4 中京6着

2013．4．8生 牡3鹿 母 サワノプリマベーラ 母母 サワノビンティ 10戦1勝 賞金 10，000，000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20日 雨 稍重 （28京都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 （芝・右・外）

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
1：19．0
1：19．0

良
良

711 メイショウバーズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 442－ 41：23．9 40．0�
813 ナタリーバローズ 牝3鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 464＋121：24．0� 5．0�
22 タガノヴィアーレ 牝3栗 54 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 6 〃 クビ 5．6�
57 アッラサルーテ 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋101：24．1� 19．1�
33 ソルヴェイグ 牝3栗 54 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：24．2� 4．1	
45 ラ ル ク 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：24．3� 4．4

710 クラシックリディア 牝3黒鹿54 酒井 学 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：24．4クビ 30．3�
68 クラリティーアイズ 牝3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 クビ 11．1
69 サ ル ド ナ 牝3栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 5．7�
11 フィーユダムール 牝3鹿 54 菱田 裕二窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 434＋ 21：25．03� 55．6�
812� ランランラン 牝3黒鹿54 川原 正一野島 泰氏 盛本 信春 日高 野島牧場 480－ 91：25．1� 377．3�

（兵庫） （兵庫）

44 ブンブンブラウ 牝3鹿 54 川島 信二三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 434－ 41：25．63 270．1�
56 ジュエルメッセージ 牝3鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 448－121：26．13 82．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，920，900円 複勝： 51，626，300円 枠連： 13，800，400円
馬連： 62，831，600円 馬単： 30，029，200円 ワイド： 35，498，700円
3連複： 78，872，500円 3連単： 104，446，700円 計： 410，026，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，000円 複 勝 � 1，050円 � 210円 � 190円 枠 連（7－8） 3，790円

馬 連 �� 10，820円 馬 単 �� 22，400円

ワ イ ド �� 3，840円 �� 3，500円 �� 700円

3 連 複 ��� 21，050円 3 連 単 ��� 182，460円

票 数

単勝票数 計 329209 的中 � 6584（9番人気）
複勝票数 計 516263 的中 � 9617（9番人気）� 69294（4番人気）� 85215（2番人気）
枠連票数 計 138004 的中 （7－8） 2815（17番人気）
馬連票数 計 628316 的中 �� 4500（28番人気）
馬単票数 計 300292 的中 �� 1005（61番人気）
ワイド票数 計 354987 的中 �� 2308（32番人気）�� 2535（29番人気）�� 13853（9番人気）
3連複票数 計 788725 的中 ��� 2810（59番人気）
3連単票数 計1044467 的中 ��� 415（436番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．5―47．5―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウバーズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．16 京都3着

2013．3．5生 牝3鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 4戦2勝 賞金 15，000，000円
※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。



04079 2月20日 雨 稍重 （28京都2）第7日 第7競走 ��
��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

710 ア ー ブ ル 牡5黒鹿57 岩田 康誠吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 520－201：58．9 3．0�
68 レッドサバス 牡4黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 470± 01：59．0� 5．1�
811	 リゼコーフィー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 496＋ 21：59．1
 4．0�
55 アドマイヤカロ 牡5栗 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 526－ 81：59．31� 9．1�
11 	 エアカーディナル 牡5鹿 57 C．ルメール �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 484＋ 21：59．4
 8．9�
812	 タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿57 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：59．71� 7．3	
79 メイスンキャプテン 牡7栗 57 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 518－ 4 〃 クビ 42．5

56 パープルパルピナ 牡5鹿 57 国分 優作中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 500－ 22：00．01� 247．8�
44 バイオンディップス 牡4黒鹿56 長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B512－ 62：00．31� 22．5�
33 インパルション �7鹿 57 菱田 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 456－142：00．4� 124．9
67 	 スズカレビン 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 目野 哲也 洞湖 レイクヴィラファーム 486－ 22：00．82 150．3�
22 アセイラント �4鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 前谷 武志 520－ 62：01．54 29．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，467，200円 複勝： 36，360，300円 枠連： 14，274，600円
馬連： 59，334，100円 馬単： 28，295，500円 ワイド： 31，452，300円
3連複： 71，370，800円 3連単： 101，967，000円 計： 368，521，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 160円 � 170円 枠 連（6－7） 880円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 390円 �� 310円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 254672 的中 � 67001（1番人気）
複勝票数 計 363603 的中 � 66363（1番人気）� 57393（2番人気）� 54669（3番人気）
枠連票数 計 142746 的中 （6－7） 12565（3番人気）
馬連票数 計 593341 的中 �� 42665（3番人気）
馬単票数 計 282955 的中 �� 10381（4番人気）
ワイド票数 計 314523 的中 �� 19807（3番人気）�� 26902（1番人気）�� 23425（2番人気）
3連複票数 計 713708 的中 ��� 40831（1番人気）
3連単票数 計1019670 的中 ��� 11635（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―30．4―43．5―56．6―1：08．8―1：21．2―1：33．6―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ー ブ ル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．8．18 小倉9着

2011．2．14生 牡5黒鹿 母 ヘ イ ハ ニ ー 母母 ポ レ ン ト 11戦2勝 賞金 17，400，000円
※バイオンディップス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04080 2月20日 雨 稍重 （28京都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

714 ガ ロ フ ァ ノ 牝4栗 55 戸崎 圭太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 81：24．8 17．3�

12 � チョウエンペラー 牡5栗 57 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 470－ 41：25．01� 34．4�
815� ドゥーイット 牡5栗 57 武 豊�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 4 〃 ハナ 14．9�
510 ファンシーリシェス 牝4鹿 55 M．デムーロ原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：25．1	 3．2�
36 ピアレスピンク 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 B496± 0 〃 ハナ 16．1	
713 モズマッテタワ 牝6黒鹿55 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 488－ 41：25．2クビ 6．6

47 メイショウゲントク 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 472－ 61：25．62
 138．4�
59 フミノミニスター 牡4鹿 57 酒井 学谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 520－ 4 〃 ハナ 16．4�
24 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 福永 祐一永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 クビ 4．0
816 セルリアンコスモ 牡4鹿 57 太宰 啓介�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 504± 01：25．7クビ 103．3�
11 � フ ィ ラ ー レ 牡5黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B462＋ 6 〃 クビ 7．3�
35 カゼニモマケズ 牝4栗 55 田中 博康江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 442－ 21：26．12 186．9�
48 ブラックシェンロン �5鹿 57 小林 徹弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 登別 登別上水牧場 466± 01：26．31 223．0�
611 タイセイアニマート 牡4黒鹿57 S．フォーリー 田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋ 41：26．4
 14．4�

（愛）

612 キョウエイボヌール 牝5栗 55 柴山 雄一田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B466－ 21：27．57 45．7�
23 � ノブジョプリン 牝5鹿 55 国分 恭介前田 亘輝氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 476＋ 61：29．2大差 110．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，793，200円 複勝： 30，998，500円 枠連： 13，951，800円
馬連： 57，353，100円 馬単： 26，091，000円 ワイド： 31，605，200円
3連複： 75，081，700円 3連単： 90，907，600円 計： 344，782，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 750円 � 710円 � 540円 枠 連（1－7） 1，530円

馬 連 �� 26，710円 馬 単 �� 53，610円

ワ イ ド �� 6，350円 �� 2，650円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 61，070円 3 連 単 ��� 499，300円

票 数

単勝票数 計 187932 的中 � 8675（9番人気）
複勝票数 計 309985 的中 � 10728（10番人気）� 11360（9番人気）� 15752（7番人気）
枠連票数 計 139518 的中 （1－7） 7027（7番人気）
馬連票数 計 573531 的中 �� 1664（54番人気）
馬単票数 計 260910 的中 �� 365（110番人気）
ワイド票数 計 316052 的中 �� 1275（49番人気）�� 3109（31番人気）�� 1758（44番人気）
3連複票数 計 750817 的中 ��� 922（136番人気）
3連単票数 計 909076 的中 ��� 132（944番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．8―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．5―58．8―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ロ フ ァ ノ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2014．12．7 中京5着

2012．2．18生 牝4栗 母 リ リ オ 母母 Gioconda 10戦2勝 賞金 14，400，000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 サイモングレゴリー号・トーセンスティング号・フジゴウカイ号
※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20日 雨 重 （28京都2）第7日 第9競走 ��
��1，800�

か す が

春 日 特 別
発走14時25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

22 ステイインシアトル 牡5黒鹿57 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484－ 81：50．3 3．3�
710� エイシンエルヴィン 牡5鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 492－ 6 〃 クビ 2．3�
812 スズカルパン 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468＋ 21：50．4クビ 137．5�
68 レッドジゼル 牝6鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：50．61	 16．6�
813 ゼンノブレーメン 牡4鹿 56 戸崎 圭太大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 492＋12 〃 ハナ 25．8�
44 デンコウリキ 牡6黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 516＋ 41：50．7クビ 32．8	
57 ゼウスバローズ 牡5鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 4 〃 クビ 5．6

56 サイモンラムセス 牡6鹿 57 藤岡 佑介澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B448＋ 81：50．91 22．9�
711 レーヴデトワール 牝5黒鹿55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 468± 01：51．0	 10．3
33 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 21：51．21
 20．8�
11 ヤマニンプードレ 牝6芦 55 柴山 雄一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 474＋ 61：51．3クビ 81．6�
69 � メイショウテッサイ 牡8鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 506－ 2 〃 ハナ 180．2�
45 サ ン ダ ラ ス 牡5栗 57 竹之下智昭加藤 信之氏 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 492－ 21：51．51
 86．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，305，000円 複勝： 56，458，400円 枠連： 22，995，700円
馬連： 104，771，000円 馬単： 50，300，600円 ワイド： 50，519，200円
3連複： 130，497，700円 3連単： 206，396，300円 計： 662，243，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 120円 � 1，440円 枠 連（2－7） 320円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 220円 �� 8，230円 �� 5，020円

3 連 複 ��� 21，970円 3 連 単 ��� 66，290円

票 数

単勝票数 計 403050 的中 � 96702（2番人気）
複勝票数 計 564584 的中 � 108944（2番人気）� 164257（1番人気）� 5600（12番人気）
枠連票数 計 229957 的中 （2－7） 54012（1番人気）
馬連票数 計1047710 的中 �� 199570（1番人気）
馬単票数 計 503006 的中 �� 44971（2番人気）
ワイド票数 計 505192 的中 �� 76475（1番人気）�� 1347（47番人気）�� 2221（40番人気）
3連複票数 計1304977 的中 ��� 4453（57番人気）
3連単票数 計2063963 的中 ��� 2257（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．4―49．0―1：01．7―1：14．3―1：26．5―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．0
3 2，6（12，8）（3，13，7）（5，10）1（11，9）4 4 ・（2，6）（12，7，10）8（3，5）（13，9）11，1，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ステイインシアトル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．4．12 福島1着

2011．1．11生 牡5黒鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 5戦3勝 賞金 30，787，000円

04082 2月20日 雨 重 （28京都2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

かしはら

橿原ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．2．21以降28．2．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

48 カリスマサンスカイ 牡8鹿 53 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B542± 01：10．6 85．7�
510 ガ ン ジ ー 牡5栗 54 武 幸四郎岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 508± 01：10．7� 31．1�
12 スマートアヴァロン 牡4黒鹿55 C．ルメール 大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 512＋ 41：10．8クビ 7．7�
24 ウィッシュハピネス 牝4青鹿53 戸崎 圭太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋40 〃 アタマ 33．9�
36 ワ デ ィ 牝5栗 54 川田 将雅 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 486＋14 〃 ハナ 5．9�
11 パーティードレス 牝5栗 53 M．デムーロ原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 ハナ 6．0�
35 メイショウツレヅレ 牝7黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 454－ 61：11．01	 3．7	
714 エイシンバッケン 牡4鹿 56 酒井 学
栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 520＋ 21：11．1� 4．1�
23 ルミナスパレード 牝5黒鹿52 田中 博康 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 21：11．31 21．9
59 マ リ カ 牝5栗 52 川原 正一�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 476± 0 〃 アタマ 52．6�

（兵庫）

47 
 アスターストーム 牡6鹿 54 国分 優作加藤 久枝氏 武田 博 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

506＋101：11．51	 67．1�
713 サンライズネガノ 牡6芦 56 岩田 康誠松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B516＋241：11．6� 33．0�
611 ヨウライフク 牡4栗 54 菱田 裕二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 506＋ 61：11．92 35．9�
612
 アンリヴィールド 牝7栗 53 国分 恭介�大樹ファーム 牧田 和弥 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

496＋ 61：12．0� 34．6�
816 オビーディエント 牡7黒鹿52 川島 信二
ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋161：12．1クビ 131．7�
815
 ベストルーラー 牡5黒鹿57 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 506－ 21：12．41� 28．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，143，800円 複勝： 80，251，700円 枠連： 40，484，500円
馬連： 142，922，100円 馬単： 61，227，300円 ワイド： 69，581，800円
3連複： 191，882，100円 3連単： 249，082，500円 計： 880，575，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，570円 複 勝 � 1，630円 � 760円 � 290円 枠 連（4－5） 18，830円

馬 連 �� 62，500円 馬 単 �� 112，270円

ワ イ ド �� 11，700円 �� 6，760円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 110，870円 3 連 単 ��� 992，220円

票 数

単勝票数 計 451438 的中 � 4213（15番人気）
複勝票数 計 802517 的中 � 11701（14番人気）� 26597（8番人気）� 83958（5番人気）
枠連票数 計 404845 的中 （4－5） 1666（30番人気）
馬連票数 計1429221 的中 �� 1772（87番人気）
馬単票数 計 612273 的中 �� 409（167番人気）
ワイド票数 計 695818 的中 �� 1522（78番人気）�� 2648（55番人気）�� 6515（28番人気）
3連複票数 計1918821 的中 ��� 1298（207番人気）
3連単票数 計2490825 的中 ��� 182（1514番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．3―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．4
3 4，9（5，15）6（3，11）13（14，16）1－10，12（2，8）7 4 ・（4，9）（5，15）6（3，13）11（1，14）16（10，12）2，8，7

勝馬の
紹 介

カリスマサンスカイ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2010．8．15 小倉4着

2008．1．19生 牡8鹿 母 ジャングルムーン 母母 Emmaline 45戦5勝 賞金 92，815，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ミヤジマッキー号・ロードガルーダ号
※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。



04083 2月20日 雨 重 （28京都2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第51回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，日本馬：53�，収得賞金1，600万円毎1�増，�：55�，GⅠ
競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

賞 品
本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

714 クイーンズリング 牝4黒鹿56 M．デムーロ吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 450－ 61：22．9 4．7�
510 マジックタイム 牝5黒鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 476－ 8 〃 クビ 11．5�
611 ウインプリメーラ 牝6黒鹿55 川田 将雅�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 61：23．11	 6．1�
816 スナッチマインド 牝5鹿 53 菱田 裕二 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：23．31 8．6�
12 ウ リ ウ リ 牝6青 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474－ 21：23．4	 5．7	
24 ベルルミエール 牝5鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470＋ 21：23．61
 16．8

47 ペ ル フ ィ カ 牝4黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 4 〃 クビ 29．5�
817 レッドオーヴァル 牝6鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 12．5�
11 ダンツキャンサー 牝5黒鹿54 和田 竜二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 484＋ 61：23．7クビ 26．5
715 リーサルウェポン 牝5鹿 54 S．フォーリー Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 436± 0 〃 ハナ 18．4�

（愛）

48 ディープジュエリー 牝4鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：23．91
 16．4�
713 ゴールデンナンバー 牝7栗 54 福永 祐一池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516± 0 〃 クビ 46．6�
59 ヤサカオディール 牝7黒鹿54 酒井 学志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 462＋ 2 〃 クビ 321．0�
35 フレイムコード 牝7鹿 54 太宰 啓介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 482＋ 81：24．11 152．4�
36 ウキヨノカゼ 牝6黒鹿55 四位 洋文國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 490＋121：24．2� 7．5�
818 リメインサイレント 牝6鹿 54 川原 正一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 504＋ 21：24．51� 186．5�

（兵庫）

612 クールホタルビ 牝4栗 54 藤岡 佑介川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 450＋ 61：24．81� 152．6�
23 レオパルディナ 牝4鹿 54 武 幸四郎 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 446＋ 81：25．33 203．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 114，657，600円 複勝： 181，380，400円 枠連： 85，027，700円
馬連： 462，180，400円 馬単： 166，239，200円 ワイド： 200，384，900円
3連複： 698，115，000円 3連単： 887，150，500円 計： 2，795，135，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 340円 � 220円 枠 連（5－7） 2，200円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 740円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 36，210円

票 数

単勝票数 計1146576 的中 � 191447（1番人気）
複勝票数 計1813804 的中 � 275305（1番人気）� 119407（6番人気）� 222358（3番人気）
枠連票数 計 850277 的中 （5－7） 29877（10番人気）
馬連票数 計4621804 的中 �� 102291（14番人気）
馬単票数 計1662392 的中 �� 21054（20番人気）
ワイド票数 計2003849 的中 �� 39686（14番人気）�� 71634（3番人気）�� 42782（11番人気）
3連複票数 計6981150 的中 ��� 84082（11番人気）
3連単票数 計8871505 的中 ��� 17760（71番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．5―11．7―11．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．2―46．9―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 1（3，5，12）（2，14，18）（11，16）（8，10）（9，17）（4，13）（6，15）7 4 ・（1，12）－（2，5，14，16）（8，11，18）（3，10，17）（4，9，13，15）6，7

勝馬の
紹 介

クイーンズリング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Anabaa デビュー 2014．12．21 中山1着

2012．5．25生 牝4黒鹿 母 アクアリング 母母 シ ー リ ン グ 9戦4勝 賞金 160，402，000円
〔制裁〕 ベルルミエール号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 スナッチマインド号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。

04084 2月20日 雨 重 （28京都2）第7日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

22 ヨヨギマック 牡5栗 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 504－ 21：49．9 6．6�
44 ワースムーン 牡6鹿 57 戸崎 圭太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 520－ 2 〃 クビ 15．3�
11 タガノスマイル 牝4鹿 54 武 幸四郎八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B486＋ 41：50．11� 32．6�
33 アドマイヤランディ 牡5栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：50．31� 5．9�
710 スズカウラノス 牡7鹿 57

55 △義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 476＋ 21：50．5	 72．1�
812 ピグマリオン 
7鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 468－ 2 〃 ハナ 3．0	
56 ア ル カ ナ 牝6鹿 55 田中 博康
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 11：51．03 196．6�
68 トミケンシャルゴー 牡4鹿 56 和田 竜二冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 豊洋牧場 522＋101：51．1� 18．8�
55 デ モ ニ オ 牡5青 57 S．フォーリー �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498－ 21：51．2	 12．0

（愛）

67 ニシオボヌール 
4黒鹿56 武 豊西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 482－ 81：51．51� 5．4�
811 ゴ ダ ー ル 牡6黒鹿57 国分 恭介金子真人ホール

ディングス
 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B498± 01：51．6� 61．2�
79 エルメネジルド 牡4鹿 56 岩田 康誠飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 492± 01：53．19 6．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，350，400円 複勝： 68，749，300円 枠連： 22，347，500円
馬連： 129，116，600円 馬単： 58，233，800円 ワイド： 61，699，600円
3連複： 152，531，000円 3連単： 243，656，300円 計： 782，684，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 420円 � 1，040円 枠 連（2－4） 4，510円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 8，640円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 4，530円 �� 6，930円

3 連 複 ��� 50，460円 3 連 単 ��� 289，110円

票 数

単勝票数 計 463504 的中 � 55938（5番人気）
複勝票数 計 687493 的中 � 100543（2番人気）� 40543（7番人気）� 14721（9番人気）
枠連票数 計 223475 的中 （2－4） 3833（20番人気）
馬連票数 計1291166 的中 �� 20191（20番人気）
馬単票数 計 582338 的中 �� 5054（38番人気）
ワイド票数 計 616996 的中 �� 10599（19番人気）�� 3480（35番人気）�� 2264（44番人気）
3連複票数 計1525310 的中 ��� 2267（104番人気）
3連単票数 計2436563 的中 ��� 611（581番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―12．2―12．5―12．6―12．4―12．4―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．8―35．0―47．5―1：00．1―1：12．5―1：24．9―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨヨギマック �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2014．2．23 京都13着

2011．2．28生 牡5栗 母 ザペキンハート 母母 コマンディンレイ 22戦4勝 賞金 57，619，000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。



（28京都2）第7日 2月20日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 179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

242，990，000円
2，530，000円
6，980，000円
1，810，000円
26，920，000円
69，989，500円
4，960，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
445，378，600円
814，776，100円
283，189，400円
1，261，974，400円
573，385，000円
636，178，300円
1，736，450，600円
2，386，956，400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 8，138，288，800円

総入場人員 13，866名 （有料入場人員 13，235名）
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