
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性
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04073 2月22日 曇 稍重 （2京都2） 第7日 第1競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時00分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

36 � アブルハウル 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 米 Teruya
Yoshida 492＋ 81：54．8 2．0�

611 ジ ロ ー 牡3鹿 56 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 クビ 3．0�
11 エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 幸 英明谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 490＋ 41：55．22 31．2�
713 パイプライナー 牡3芦 56 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 510＋ 21：55．62� 5．4�
47 レッドシリウス 牡3青鹿56 川須 栄彦髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 524＋101：55．91	 189．3	
510 ラストブラッサム 牡3鹿 56 A．シュタルケ 中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 21：56．0	 13．9


（独）

714 タガノマイクラフト 牡3芦 56 岩田 康誠八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 494± 01：56．85 62．2�
816 メイショウウラコイ 牡3鹿 56 中井 裕二松本 好雄氏 坂口 智康 浦河 林 孝輝 446－ 81：57．01� 366．1�
35 モ ズ ト ン ボ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム 492＋181：57．74 145．3
48 ヤ マ ヒ ビ キ 牝3黒鹿54 川島 信二江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 462－121：57．8� 477．8�
24 ナムラショウグン 牡3青鹿56 大野 拓弥奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 484± 01：58．33 90．1�
612 メイショウワシュウ 牡3栗 56 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 526＋ 41：58．72� 338．7�
23 ミ ナ ト 牡3鹿 56 松山 弘平村田 能光氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：58．8	 17．8�
59 キタノエスポワール 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 428＋ 21：59．01 128．3�
12 レインボーバローズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 松下 武士 新冠 新冠伊藤牧場 446 ―1：59．95 108．5�
815 リ ベ ル タ ー 牡3青鹿56 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492＋ 42：01．8大差 53．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，795，400円 複勝： 41，455，400円 枠連： 9，595，400円
馬連： 50，003，000円 馬単： 28，777，300円 ワイド： 41，983，400円
3連複： 84，280，400円 3連単： 105，081，600円 計： 397，971，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 110円 � 300円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 890円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 367954 的中 � 144855（1番人気）
複勝票数 計 414554 的中 � 93669（2番人気）� 130442（1番人気）� 19921（6番人気）
枠連票数 計 95954 的中 （3－6） 20104（1番人気）
馬連票数 計 500030 的中 �� 106584（1番人気）
馬単票数 計 287773 的中 �� 34674（1番人気）
ワイド票数 計 419834 的中 �� 69388（1番人気）�� 10170（11番人気）�� 18748（5番人気）
3連複票数 計 842804 的中 ��� 33211（7番人気）
3連単票数 計1050816 的中 ��� 13447（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．0―50．2―1：03．2―1：16．2―1：29．2―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．6
1
3
6，9（2，10）13（3，16）（7，4）15，11，1，5（12，14）＝8
6，2（10，9）13（7，3，4，16）（11，1）（14，15）5－12－8

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

勝馬の
紹 介

�アブルハウル �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2019．9．14 中山7着

2017．4．28生 牡3鹿 母 Kitten’s Dumplings 母母 Granny Franny 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レインボーバローズ号・リベルター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月

22日まで平地競走に出走できない。
※メイショウウラコイ号・レインボーバローズ号は，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。

04074 2月22日 小雨 稍重 （2京都2） 第7日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

712 ファイヤーテーラー 牝3栗 54 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 472－ 21：12．6 1．5�
814 テイエムイダテン 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 476＋101：13．02� 6．9�
47 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿54 幸 英明上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 468＋ 41：13．1� 41．5�
815 シーハーハー 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 472－ 61：13．63 13．5�

（独）

11 アーマーバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 480＋241：13．81� 4．4�
22 タガノコットン 牡3栗 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506－ 41：13．9� 70．1�
58 ピノタージュ 牝3鹿 54 松田 大作椎名 節氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 450＋ 6 〃 アタマ 55．4	
611 ミキノエイトビート 牝3鹿 54 岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 426－ 4 〃 ハナ 645．6

713 マリアブレス 牝3鹿 54 福永 祐一服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 414－ 61：14．43 19．7�
34 リュウグウハヤブサ 牡3鹿 56 岩田 康誠深澤 朝房氏 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 21：15．03� 62．0�
46 ベルウッドアルプ 牡3鹿 56 坂井 瑠星鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 市川フアーム 494－ 8 〃 クビ 507．8
23 ウインネクタル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人�ウイン 畠山 吉宏 新冠 トド岩高原銀河農
場物語有限会社 480＋121：15．1� 583．4�

610 クリスリターン 牡3栗 56
53 ▲亀田 温心松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 B478－ 21：15．31� 121．2�

35 クールアライブ 牝3黒鹿54 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 424＋161：17．2大差 294．4�
59 ローリングサンダー 牡3鹿 56 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 506＋ 21：18．47 114．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，786，900円 複勝： 133，801，400円 枠連： 12，289，800円
馬連： 46，333，600円 馬単： 33，377，000円 ワイド： 44，446，000円
3連複： 72，790，200円 3連単： 120，948，400円 計： 498，773，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 390円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 660円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 347869 的中 � 182928（1番人気）
複勝票数 計1338014 的中 � 1022507（1番人気）� 83236（2番人気）� 17906（6番人気）
枠連票数 計 122898 的中 （7－8） 41736（1番人気）
馬連票数 計 463336 的中 �� 95173（2番人気）
馬単票数 計 333770 的中 �� 53221（1番人気）
ワイド票数 計 444460 的中 �� 80440（1番人気）�� 14959（7番人気）�� 8303（13番人気）
3連複票数 計 727902 的中 ��� 27846（7番人気）
3連単票数 計1209484 的中 ��� 21156（12番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―35．1―47．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイヤーテーラー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．8．11 新潟2着

2017．5．6生 牝3栗 母 カノヤトップレディ 母母 ウッドマンズシック 7戦1勝 賞金 13，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールアライブ号・ローリングサンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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を表示している。

第２回 京都競馬 第７日



04075 2月22日 小雨 稍重 （2京都2） 第7日 第3競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走11時00分 （ダート・右）
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
1：47．6

重
重

36 メイショウドヒョウ 牡3栗 56 松田 大作松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 478 ―1：54．9 4．0�
815 アルディフルール 牝3鹿 54 幸 英明吉田 千津氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：55．85 8．1�
611 ウインアポロン 牡3黒鹿56 国分 優作�ウイン 西園 正都 新ひだか 岡野牧場 530 ―1：55．9� 105．7�
35 サンライズプラウ 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 458 ―1：56．22 10．4�
23 ピュアリーグッド 牝3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：56．3クビ 4．3�
816 タガノグリュック 牝3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488 ―1：56．83 23．2	
12 ナリタサーガ 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 458 ― 〃 ハナ 37．2

714 ローレルオルブラン 牡3芦 56 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 484 ―1：57．54 64．9�
510 エクストラノート 牡3栗 56 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：57．6� 5．8�
11 トウケイワルツ 牝3鹿 54 松若 風馬木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 坂本 智広 472 ―1：58．23	 22．0
713 キタノロマンス 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 442 ―1：58．4� 203．3�
47 ベッサラビア 牡3鹿 56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 468 ―1：59．14 7．9�
612 ニシノイガッタ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣西山 茂行氏 北出 成人 新冠 村上 欽哉 546 ― 〃 クビ 120．8�
48 ニホンピロデュラン 牝3栗 54 森 一馬小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474 ―2：00．05 185．6�
24 スズカヘネシー 牡3鹿 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 516 ―2：00．42	 16．0�
59 デルマタンザナイト 牝3栗 54 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 426 ―2：03．9大差 26．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，372，700円 複勝： 37，587，900円 枠連： 13，123，100円
馬連： 42，203，200円 馬単： 19，541，700円 ワイド： 35，287，900円
3連複： 61，621，400円 3連単： 64，906，400円 計： 304，644，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 270円 � 1，890円 枠 連（3－8） 900円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 720円 �� 7，520円 �� 11，570円

3 連 複 ��� 65，920円 3 連 単 ��� 220，920円

票 数

単勝票数 計 303727 的中 � 59790（1番人気）
複勝票数 計 375879 的中 � 61628（2番人気）� 37667（5番人気）� 4013（13番人気）
枠連票数 計 131231 的中 （3－8） 11254（2番人気）
馬連票数 計 422032 的中 �� 17842（6番人気）
馬単票数 計 195417 的中 �� 4304（8番人気）
ワイド票数 計 352879 的中 �� 13557（5番人気）�� 1170（62番人気）�� 758（72番人気）
3連複票数 計 616214 的中 ��� 701（168番人気）
3連単票数 計 649064 的中 ��� 213（657番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．7―13．1―13．3―13．0―13．2―13．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．3―49．4―1：02．7―1：15．7―1：28．9―1：42．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

メイショウドヒョウ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．5．14生 牡3栗 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマタンザナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イヒラニ号・スエーニョブランコ号・バロンデッセ号・ミラードムーン号・レインボーバローズ号

04076 2月22日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（2京都2） 第7日 第4競走 ��2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時30分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：11．2良・重

57 メイショウバイタル 牡5青鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 522＋ 43：24．4 5．8�
33 � リボンナイト 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 454± 03：24．5� 2．7�
69 � シゲルタケノコ �5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 日高 森永牧場 484± 03：24．81� 30．3�
711 ウインストラグル 牡6黒鹿60 白浜 雄造�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 492－ 23：25．54 3．2�
58 デ ィ ー ド 牡4鹿 59 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 496－ 23：25．81� 11．0�
610� ソッサスブレイ 牡6栗 60 上野 翔手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 462－ 43：26．86 32．7	
814 アースドラゴン 牡4鹿 59 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 498－ 83：27．22 100．9

712	 レヴァンテライオン �6黒鹿60 石神 深一ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

496－103：27．41
 8．8�
11 トーアコルレオーネ 牡4鹿 59 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 438＋ 43：27．72 95．7�
45 � クリノライジン 牡4栗 59 熊沢 重文栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 498＋ 23：28．12� 35．0
46 � マイネルストラトス 牡6黒鹿60 草野 太郎杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 492± 03：29．9大差 63．2�
813 ゼンノワスレガタミ 牡6鹿 60 北沢 伸也大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 478＋ 43：31．39 18．2�
22 � ア イ ア ス �4栗 59 五十嵐雄祐畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 512＋ 63：36．3大差 54．8�
34 マイネルベレーロ 牡6栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 502－14 （競走中止） 77．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，691，700円 複勝： 24，422，200円 枠連： 10，851，800円
馬連： 32，540，000円 馬単： 18，119，800円 ワイド： 25，507，900円
3連複： 57，223，800円 3連単： 70，363，400円 計： 258，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 150円 � 520円 枠 連（3－5） 510円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，020円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 35，150円

票 数

単勝票数 計 196917 的中 � 26726（3番人気）
複勝票数 計 244222 的中 � 25155（4番人気）� 57070（1番人気）� 9156（7番人気）
枠連票数 計 108518 的中 （3－5） 16292（3番人気）
馬連票数 計 325400 的中 �� 28074（2番人気）
馬単票数 計 181198 的中 �� 6609（7番人気）
ワイド票数 計 255079 的中 �� 16244（3番人気）�� 2027（31番人気）�� 5321（13番人気）
3連複票数 計 572238 的中 ��� 5205（25番人気）
3連単票数 計 703634 的中 ��� 1451（106番人気）
上り 1マイル 1：52．5 4F 56．0－3F 41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

メイショウバイタル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2017．11．3 京都4着

2015．3．17生 牡5青鹿 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 マイネルベレーロ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目6号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 マイネルベレーロ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目6号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。



04077 2月22日 雨 稍重 （2京都2） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

611 ディヴィナシオン 牡3黒鹿56 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 436＋ 61：37．5 5．2�
510 ノルカソルカ 牡3栗 56 C．ルメール 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 484－ 41：37．6� 3．3�
12 ユピテルルークス 牡3鹿 56 A．シュタルケ 輝レーシング 清水 久詞 新ひだか オギオギ牧場 496－ 21：37．81� 7．1�

（独）

815 ペルセウスシチー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 460＋ 41：37．9� 95．4�
59 ワークアウト 牝3黒鹿54 幸 英明安原 浩司氏 昆 貢 青森 石田 英機 478－ 41：38．11� 122．4�
714 ヒ ボ ン 牝3鹿 54 酒井 学木部 厳生氏 �島 一歩 日高 木部ファーム 476－ 81：38．52� 21．7	
612 ダノンカオス 	3栗 56 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 478－ 41：38．6� 9．1

11 ユニコーンバンブー 牡3鹿 56 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 472－ 41：38．92 68．3�
24 タツハグンセイ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 472－ 21：39．0クビ 32．8�
816 クロワドフェール 牝3鹿 54 北村 友一 キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430－ 8 〃 クビ 3．7�
47 ル ミ リ ン ナ 牝3芦 54 国分 恭介 �YGGホースクラブ 大根田裕之 日高 船越牧場 426－ 11：40．17 26．5�
35 グラナートロート 牝3栗 54 松山 弘平 社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 454＋18 〃 ハナ 16．8�
48 ナムラピアノ 牝3栗 54 松若 風馬奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 いとう牧場 428＋ 41：40．52� 105．1�
713 テーオーマスカット 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 408－ 41：41．35 179．2�
23 ミトノベルーガー 牡3芦 56 中井 裕二ロイヤルパーク 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 432± 01：41．51� 127．6�
36 ネージュフォレスト 牝3栗 54 大野 拓弥落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B492－ 21：41．82 83．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，507，600円 複勝： 50，707，800円 枠連： 12，706，100円
馬連： 53，486，900円 馬単： 24，846，500円 ワイド： 44，754，500円
3連複： 77，381，500円 3連単： 83，795，200円 計： 380，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 140円 � 190円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 640円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 325076 的中 � 49497（3番人気）
複勝票数 計 507078 的中 � 86271（2番人気）� 106716（1番人気）� 59682（4番人気）
枠連票数 計 127061 的中 （5－6） 23058（1番人気）
馬連票数 計 534869 的中 �� 63030（1番人気）
馬単票数 計 248465 的中 �� 13110（4番人気）
ワイド票数 計 447545 的中 �� 40969（1番人気）�� 16733（8番人気）�� 23848（5番人気）
3連複票数 計 773815 的中 ��� 38933（3番人気）
3連単票数 計 837952 的中 ��� 7977（14番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．8―12．5―12．2―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．9―35．7―48．2―1：00．4―1：12．8―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディヴィナシオン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Street Sense デビュー 2019．11．23 京都2着

2017．3．22生 牡3黒鹿 母 フ ギ ン 母母 Aria Pura 5戦1勝 賞金 11，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネージュフォレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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を表示している。

04078 2月22日 雨 重 （2京都2） 第7日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時50分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

89 � ジ ゲ ン 牡3鹿 56 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A
Racing Corp. 442－ 41：23．9 3．0�

22 マジックスピーチ 牡3黒鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 462－ 81：24．53� 4．1�
44 ファストボウラー 牡3栗 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル B458＋ 2 〃 クビ 6．8�

55 アナザーエンド 牡3青鹿56 	島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 446± 01：24．7
 13．8�
66 コードジェニック 牡3鹿 56 松若 風馬水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 490－ 21：25．33� 94．6�
77 ダンツガゼール 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 444－ 81：25．51� 15．6	
33 ベッラヴォルタ 牝3栗 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 482± 01：25．6� 17．7

78 コパノマーキュリー 牡3鹿 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 504－ 21：26．02� 18．2�
810� ク レ パ ト 牝3鹿 54 坂井 瑠星小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

William Duignan
& Tranquility In-
vestments Limited

452± 0 〃 アタマ 46．1�
11 ジャスティンリーチ 牡3青鹿56 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 木戸口牧場 472－ 21：26．95 3．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，257，400円 複勝： 46，867，700円 枠連： 9，188，500円
馬連： 60，207，200円 馬単： 31，326，500円 ワイド： 45，181，100円
3連複： 76，511，900円 3連単： 119，087，600円 計： 427，627，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 170円 枠 連（2－8） 580円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 392574 的中 � 102815（1番人気）
複勝票数 計 468677 的中 � 105432（1番人気）� 89873（2番人気）� 61884（4番人気）
枠連票数 計 91885 的中 （2－8） 12106（1番人気）
馬連票数 計 602072 的中 �� 84607（1番人気）
馬単票数 計 313265 的中 �� 26378（1番人気）
ワイド票数 計 451811 的中 �� 55868（1番人気）�� 27463（4番人気）�� 25292（5番人気）
3連複票数 計 765119 的中 ��� 48633（2番人気）
3連単票数 計1190876 的中 ��� 20361（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．2―58．6―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジ ゲ ン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Dixie Union デビュー 2019．10．20 京都8着

2017．3．20生 牡3鹿 母 Under Wraps 母母 Unacloud 5戦2勝 賞金 14，400，000円



04079 2月22日 雨 重 （2京都2） 第7日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時20分（番組第8競走を順序変更） （芝・右・外）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

66 レオビヨンド 牡4鹿 56 C．ルメール�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 478－ 22：33．4 2．3�
33 コパノケネディー 牡4青鹿 56

53 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 554＋ 82：34．14 2．8�
55 ハギノベルエキプ 牝4鹿 54

51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428＋ 42：34．2クビ 4．7�

77 メイショウオオタカ 牡4鹿 56 岩崎 翼松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 22：35．9大差 27．6�
44 マサハヤニース 牡5鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482＋102：36．22 17．8�
22 アドマイヤリーブラ 牡4栗 56 岩田 康誠近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 アタマ 6．3	
11 � クリノアパッチ �6栗 57 中井 裕二栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 438＋ 42：39．4大差 167．1


（7頭）

売 得 金
単勝： 29，593，900円 複勝： 26，814，400円 枠連： 発売なし
馬連： 38，068，200円 馬単： 26，143，700円 ワイド： 24，471，900円
3連複： 43，806，200円 3連単： 137，496，400円 計： 326，394，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 150円 �� 190円 �� 200円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，210円

票 数

単勝票数 計 295939 的中 � 101901（1番人気）
複勝票数 計 268144 的中 � 85427（1番人気）� 70661（2番人気）
馬連票数 計 380682 的中 �� 91348（1番人気）
馬単票数 計 261437 的中 �� 34963（1番人気）
ワイド票数 計 244719 的中 �� 47043（1番人気）�� 30073（2番人気）�� 28682（3番人気）
3連複票数 計 438062 的中 ��� 86902（1番人気）
3連単票数 計1374964 的中 ��� 82147（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．5―36．5―49．7―1：03．1―1：16．5―1：30．1―1：43．2―1：55．8―2：08．4―2：20．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3
3，7＝5－2－（4，6）1
3，7（2，5，6）－4－1

2
4
3，7＝5－（2，6）4，1・（3，6）（7，5）2，4＝1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオビヨンド �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2018．7．8 中京8着

2016．3．31生 牡4鹿 母 ワタシマッテルワ 母母 パントミーマ 18戦2勝 賞金 26，510，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノアパッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月22日まで平地競走

に出走できない。

04080 2月22日 雨 不良 （2京都2） 第7日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時50分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

35 コンセッションズ 牝5栗 55 松田 大作 �ニッシンホール
ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 446＋121：10．7 36．5�

23 タガノジェロディ 牡4栗 57 幸 英明八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 492＋121：10．91� 45．6�
36 エイシンネメシス 牝5青鹿55 和田 竜二�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 B468－ 61：11．11� 7．6�
611 ピ ッ パ 牝5栗 55 坂井 瑠星飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B478＋ 4 〃 アタマ 12．2�
816� モ テ モ テ 牝4鹿 55 酒井 学�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 460＋ 21：11．3� 38．0	
12 ファインダッシュ 牡8黒鹿57 	島 良太井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B522± 0 〃 ハナ 32．6

612� クリノカサット 牝5栗 55

52 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468＋ 2 〃 クビ 76．1�
47 � メイショウアワジ 牡6鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 492－ 21：11．4
 23．1�
11 ルクスムンディー 牡5鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 522－ 4 〃 ハナ 4．8
48 ウェーブガイア 牝5栗 55 北村 友一万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 446＋ 21：11．5
 12．7�
24 ルンルンキャット 牝4黒鹿55 松若 風馬�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 452＋ 21：11．82 54．0�
510 タイドオブハピネス 牡4黒鹿57 川須 栄彦 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：11．9
 19．2�
713 ハッシュタグ 牡6鹿 57 岩崎 翼石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 61：12．0
 32．7�
59 � キングヴァラール 牡8黒鹿57 水口 優也阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 バンブー牧場 516＋ 21：12．1
 386．9�
815 タガノコルソ 牡4鹿 57 松山 弘平八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 81：13．27 5．2�
714 テイエムイブシギン 牡4芦 57 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B520＋101：13．3� 3．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，148，500円 複勝： 46，717，300円 枠連： 17，821，200円
馬連： 75，198，900円 馬単： 30，634，700円 ワイド： 55，668，600円
3連複： 105，348，200円 3連単： 106，633，800円 計： 469，171，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 840円 � 1，010円 � 330円 枠 連（2－3） 6，120円

馬 連 �� 68，640円 馬 単 �� 144，500円

ワ イ ド �� 13，730円 �� 3，750円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 137，650円 3 連 単 ��� 858，990円

票 数

単勝票数 計 311485 的中 � 6821（11番人気）
複勝票数 計 467173 的中 � 13978（10番人気）� 11427（13番人気）� 42292（4番人気）
枠連票数 計 178212 的中 （2－3） 2254（26番人気）
馬連票数 計 751989 的中 �� 849（96番人気）
馬単票数 計 306347 的中 �� 159（192番人気）
ワイド票数 計 556686 的中 �� 1038（92番人気）�� 3856（44番人気）�� 3189（52番人気）
3連複票数 計1053482 的中 ��� 574（304番人気）
3連単票数 計1066338 的中 ��� 90（1769番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．9―11．9―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンセッションズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2017．9．30 中山4着

2015．4．9生 牝5栗 母 ケトルワンアップ 母母 Bugs Rabbit 21戦2勝 賞金 23，050，000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 ジュンノサップ号



04081 2月22日 曇 重 （2京都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，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

88 マンオブスピリット 牡3鹿 56 C．ルメールホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：51．9 3．6�
11 ダノンアレー 牡3黒鹿56 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 492－ 61：52．0� 7．8�
55 シルバーエース 牡3芦 56 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 468± 01：52．2� 8．0�
44 チェスナットドレス 牝3栗 54 和田 竜二東海林貴大氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 462＋10 〃 アタマ 11．5�
66 � マートルフィールド 牡3栗 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 矢作 芳人 愛

Tinnakill
Bloodstock &
Jack Cantillon

458＋ 2 〃 アタマ 18．0�
77 リメンバーメモリー 牡3鹿 56 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 6．4	
33 ジュンライトボルト 牡3鹿 56 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：52．62 2．6

22 � ターキッシュパレス 牡3青鹿56 四位 洋文ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 476－ 81：53．02	 18．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 51，166，700円 複勝： 57，755，700円 枠連： 発売なし
馬連： 88，697，000円 馬単： 40，920，100円 ワイド： 51，928，200円
3連複： 106，123，700円 3連単： 194，608，900円 計： 591，200，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 220円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 700円 �� 520円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 19，120円

票 数

単勝票数 計 511667 的中 � 111371（2番人気）
複勝票数 計 577557 的中 � 101997（2番人気）� 61117（5番人気）� 71632（4番人気）
馬連票数 計 886970 的中 �� 35021（9番人気）
馬単票数 計 409201 的中 �� 9067（14番人気）
ワイド票数 計 519282 的中 �� 18919（10番人気）�� 26713（7番人気）�� 15449（12番人気）
3連複票数 計1061237 的中 ��� 18937（18番人気）
3連単票数 計1946089 的中 ��� 7376（77番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―13．0―13．1―12．7―12．3―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．8―49．8―1：02．9―1：15．6―1：27．9―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．3
3 1，5（3，4）7（2，8，6） 4 ・（1，5）4（3，7）（2，6）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マンオブスピリット �

父 ルーラーシップ �


母父 Sunday Silence デビュー 2019．10．26 京都5着

2017．2．8生 牡3鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 3戦2勝 賞金 15，982，000円

04082 2月22日 曇 不良 （2京都2） 第7日 第10競走 ��
��1，400�

かわらまち

河原町ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

36 メイショウアリソン 牡6黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504＋ 21：22．8 22．2�
23 � ヒルノサルバドール 牡7栗 57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448－ 4 〃 クビ 7．8�
11 ハーグリーブス 牡5芦 57 C．ルメール 水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 510± 0 〃 ハナ 9．6�
24 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 57 松田 大作一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B462± 01：23．11	 120．6�
714 スナークライデン 牡6芦 57 国分 恭介杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 482± 0 〃 アタマ 40．0�
48 マイネルオスカル 牡5栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 492－ 41：23．2
 9．7	
59 エ テ ル ニ テ 牝5青鹿55 和田 竜二青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 504＋121：23．3クビ 10．1

47 フィールドセンス 牡6鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 552＋181：23．51� 13．7�
815 メイショウヴォルガ 牡6鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 502－ 6 〃 アタマ 59．8�
713 アスターソード 牡5鹿 57 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 470± 01：23．6
 11．8
510 アヴァンティスト 牡4栗 57 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 61：23．81� 52．8�
611 コウエイアンカ �5鹿 57 北村 友一伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 490＋101：24．97 38．7�
612 ペイシャネガノ 牝4栗 55 藤岡 佑介北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 460－ 21：25．0
 9．7�
12 スマートアルタイル 牡5栗 57 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 474＋ 81：25．85 2．6�
35 アサケパワー 牡6鹿 57 川須 栄彦大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 532± 0 〃 ハナ 39．5�
816 ミスズフリオーソ 牡5栗 57 中井 裕二永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 494＋ 21：27．28 52．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，311，800円 複勝： 84，598，600円 枠連： 35，772，700円
馬連： 131，932，900円 馬単： 52，099，800円 ワイド： 92，835，300円
3連複： 198，883，900円 3連単： 206，961，800円 計： 860，396，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 570円 � 260円 � 370円 枠 連（2－3） 5，740円

馬 連 �� 10，100円 馬 単 �� 24，540円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 3，200円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 36，460円 3 連 単 ��� 286，340円

票 数

単勝票数 計 573118 的中 � 20636（9番人気）
複勝票数 計 845986 的中 � 35273（9番人気）� 93748（2番人気）� 59639（7番人気）
枠連票数 計 357727 的中 （2－3） 4825（23番人気）
馬連票数 計1319329 的中 �� 10123（38番人気）
馬単票数 計 520998 的中 �� 1592（85番人気）
ワイド票数 計 928353 的中 �� 8273（35番人気）�� 7430（39番人気）�� 12494（21番人気）
3連複票数 計1988839 的中 ��� 4091（121番人気）
3連単票数 計2069618 的中 ��� 524（853番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．8―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―46．1―58．2―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアリソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．9生 牡6黒鹿 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 25戦5勝 賞金 80，976，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 スナークライデン号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和2年3月7日から令和2年3月

15日まで騎乗停止。（被害馬：11番）
〔その他〕 ミスズフリオーソ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 メイショウミズカゼ号



04083 2月22日 曇 重 （2京都2） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第55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 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

817 サウンドキアラ 牝5鹿 55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 460＋ 21：23．2 4．3�
59 プールヴィル 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 446＋241：23．41	 12．9�
36 メイショウグロッケ 牝6鹿 54 大野 拓弥松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋ 81：23．61	 48．6�
612 アマルフィコースト 牝5黒鹿54 幸 英明 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 ハナ 46．0�
12 ビーチサンバ 牝4黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 41：23．81	 6．6

510 ディメンシオン 牝6鹿 55 松田 大作広尾レース	 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 460＋12 〃 クビ 32．8�
713 シゲルピンクダイヤ 牝4黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 462＋ 41：23．9クビ 5．0�
35 リバティハイツ 牝5鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 468＋10 〃 クビ 53．0
48 
 プリディカメント 牝5黒鹿54 川島 信二ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516± 01：24．0クビ 45．8�
611 ディアンドル 牝4黒鹿56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 76．2�
47 メイショウショウブ 牝4栗 54 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502＋ 2 〃 アタマ 24．5�
23 リ ナ ー テ 牝6黒鹿56 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：24．1� 16．8�
714 ドナウデルタ 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 ハナ 5．5�
24 メイショウケイメイ 牝4鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 422＋ 41：24．2クビ 381．8�
816 ノ ー ワ ン 牝4鹿 54 坂井 瑠星藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 488± 0 〃 ハナ 24．8�
815 モ ア ナ 牝6青鹿54 A．シュタルケ 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498－121：24．3� 98．2�

（独）

11 ア ル ー シ ャ 牝5芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 ハナ 7．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 165，594，000円 複勝： 274，880，100円 枠連： 108，634，100円
馬連： 519，431，400円 馬単： 174，653，200円 ワイド： 353，969，100円
3連複： 948，358，800円 3連単： 1，056，098，000円 計： 3，601，618，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 350円 � 750円 枠 連（5－8） 2，160円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，030円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 41，730円 3 連 単 ��� 145，450円

票 数

単勝票数 計1655940 的中 � 308080（1番人気）
複勝票数 計2748801 的中 � 408293（2番人気）� 199928（6番人気）� 81435（10番人気）
枠連票数 計1086341 的中 （5－8） 38958（8番人気）
馬連票数 計5194314 的中 �� 125651（13番人気）
馬単票数 計1746532 的中 �� 24703（22番人気）
ワイド票数 計3539691 的中 �� 73276（13番人気）�� 29808（34番人気）�� 19129（51番人気）
3連複票数 計9483588 的中 ��� 17044（130番人気）
3連単票数 計10560980 的中 ��� 5264（439番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．3―36．0―48．4―59．9―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．8
3 ・（7，15）12（9，17）（3，6）11（4，10，13）1（5，14）16，2，8 4 ・（7，9）15，3（6，12）（1，4，17）10，11（5，13）（2，14，16）8

勝馬の
紹 介

サウンドキアラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．5 京都1着

2015．3．31生 牝5鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 16戦6勝 賞金 160，135，000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22日 曇 不良 （2京都2） 第7日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

816 クレスコブレイブ 牡6栗 57 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B524± 01：49．8 22．1�
23 トップウイナー 牡4栗 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B480＋ 2 〃 クビ 11．0�
12 オ ノ リ ス 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514± 01：49．9クビ 3．9�

（独）

510 メリッサーニ 牝5鹿 55 川須 栄彦�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：50．11 132．2�
59 マースゴールド 牡5栗 57 岩田 康誠キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 468± 01：50．31� 9．2	
713 ハヤブサレジェンド 牡5黒鹿57 松若 風馬�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 502－ 41：50．4� 35．1

47 モ ン オ ー ル 牝4栗 54 松山 弘平吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 アタマ 24．9�
24 キングスクロス 牡5黒鹿57 幸 英明落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468± 0 〃 ハナ 5．2�
714 モ サ 牡4鹿 56 福永 祐一岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504＋ 21：50．61	 18．9
48 シゲルマツタケ 牝5栗 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 468－ 21：50．91� 189．2�
612 トモノコテツ 牡5鹿 57 武 豊共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B480＋ 61：51．21� 5．3�
35 ププッピドゥ 牝4栗 54

51 ▲亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 494＋ 4 〃 クビ 9．4�
611 エングローサー 牡5鹿 57 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 506± 01：51．3クビ 11．8�
36 ダイシンカローリ 牡5栗 57 中井 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 518＋ 21：51．62 101．8�
815
 センスオブワンダー 牡5栗 57 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋141：52．23� 52．1�
11 ダノンロッソ 牡6青鹿57 坂井 瑠星�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 458＋101：52．51� 52．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，164，600円 複勝： 86，509，500円 枠連： 32，766，700円
馬連： 128，700，700円 馬単： 46，687，200円 ワイド： 95，407，200円
3連複： 188，074，300円 3連単： 205，573，300円 計： 844，883，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 510円 � 340円 � 200円 枠 連（2－8） 2，270円

馬 連 �� 11，030円 馬 単 �� 23，720円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 1，470円 �� 760円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 111，640円

票 数

単勝票数 計 611646 的中 � 22082（9番人気）
複勝票数 計 865095 的中 � 38644（9番人気）� 63061（6番人気）� 132221（3番人気）
枠連票数 計 327667 的中 （2－8） 11165（9番人気）
馬連票数 計1287007 的中 �� 9041（39番人気）
馬単票数 計 466872 的中 �� 1476（84番人気）
ワイド票数 計 954072 的中 �� 7012（42番人気）�� 16574（18番人気）�� 33906（5番人気）
3連複票数 計1880743 的中 ��� 12785（35番人気）
3連単票数 計2055733 的中 ��� 1335（390番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―35．7―48．0―1：00．4―1：12．7―1：25．0―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クレスコブレイブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．8．14 新潟9着

2014．2．28生 牡6栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 28戦2勝 賞金 25，300，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 サンマルエンパイア号・テイエムギフテッド号・ランドジュピター号・リープリングスター号
※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。



（2京都2）第7日 2月22日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 167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
厩務員出走奨励金

240，810，000円
24，560，000円
1，610，000円
27，510，000円
67，983，000円
5，680，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
589，391，200円
912，118，000円
262，749，400円
1，266，803，000円
527，127，500円
911，441，100円
2，020，404，300円
2，471，554，800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 8，961，589，300円

総入場人員 13，562名 （有料入場人員 12，840名）
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