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04085 2月23日 晴 重 （2京都2） 第8日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；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

815 オウケンロジータ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 500－ 81：53．7 3．4�
714 ピエナラプソディ 牝3栗 54 城戸 義政本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社

ケイズ 444＋101：54．33� 32．7�
12 メイショウトラヒメ 牝3青 54

53 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 460± 01：54．61� 10．6�
35 レ ペ ッ ト 牝3鹿 54 藤井勘一郎合同会社雅苑興業 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 452＋ 21：55．23� 10．9�
11 ノワールフレグラン 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 438－ 81：55．41� 13．5�
36 ブライトアイズ 牝3栗 54 坂井 瑠星飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 4 〃 クビ 7．5	
713 リバーランド 牝3青鹿54 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 406－ 61：55．72 23．7

24 タガノペルマネンテ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－221：55．8クビ 51．5�
816 ドリームハット 牝3黒鹿54 国分 恭介小島 將之氏 安達 昭夫 日高 鹿戸 美明 444－ 21：55．9� 23．9�
47 オースミプリンセス 牝3栗 54 国分 優作�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 450－ 61：56．43 109．6
48 クリノソフィア 牝3鹿 54 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 452± 0 〃 クビ 79．4�
611 エナジーループ 牝3栗 54 岡田 祥嗣 �キャピタル・システム �島 一歩 浦河 宮内牧場 488－ 21：56．5� 106．8�
59 ロビンザフィリー 牝3鹿 54 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 400－ 41：56．6クビ 3．7�
510 シュガーミー 牝3芦 54

53 ☆川又 賢治トライスターレーシング 寺島 良 日高 大江牧場 444 ― 〃 クビ 21．7�
612 ルミエールイリゼ 牝3鹿 54 高倉 稜名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 504＋101：57．23� 23．0�
23 オークレイコート 牝3栗 54 酒井 学 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442＋ 61：57．73 22．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，343，900円 複勝： 26，252，100円 枠連： 12，452，100円
馬連： 42，107，200円 馬単： 19，095，400円 ワイド： 34，478，300円
3連複： 66，395，600円 3連単： 64，905，000円 計： 284，029，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 660円 � 320円 枠 連（7－8） 2，060円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 850円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 18，900円 3 連 単 ��� 99，690円

票 数

単勝票数 計 183439 的中 � 42685（1番人気）
複勝票数 計 262521 的中 � 57543（1番人気）� 8066（11番人気）� 19362（5番人気）
枠連票数 計 124521 的中 （7－8） 4673（7番人気）
馬連票数 計 421072 的中 �� 5783（22番人気）
馬単票数 計 190954 的中 �� 1611（29番人気）
ワイド票数 計 344783 的中 �� 4434（25番人気）�� 10957（5番人気）�� 1742（59番人気）
3連複票数 計 663956 的中 ��� 2634（60番人気）
3連単票数 計 649050 的中 ��� 472（318番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．4―50．4―1：03．4―1：16．4―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンロジータ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．2．2 東京5着

2017．5．1生 牝3黒鹿 母 メロウメロディ 母母 シスタースルー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 ノワールフレグラン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔3走成績による出走制限〕 オースミプリンセス号・オークレイコート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月23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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カナタ号・ジュネス号

04086 2月23日 晴 重 （2京都2） 第8日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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

24 ワイドソロモン 牡3栗 56
53 ▲亀田 温心幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 482± 01：51．6 7．1�

36 クリノヴジュアル 牡3栗 56 国分 恭介栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 480± 01：52．13 2．9�

714 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿56 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 474－ 41：52．31� 12．0�
47 ウォーターモースト 牡3鹿 56 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 442－ 21：52．93� 182．4�
816 ペ イ ダ ー ト 牡3栗 56 藤井勘一郎水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 468－ 21：53．32� 31．2�
59 コ ン ウ ィ 牡3鹿 56 中井 裕二中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 442± 01：53．51� 17．5�
815 ア サ シ ン 牡3栗 56 国分 優作中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 41：53．6� 71．4	
713 ムーンレース 牡3栗 56 坂井 瑠星
レッドマジック高柳 大輔 日高 下河辺牧場 516＋ 21：53．7クビ 7．0�
12 ダンツクルーズ 牡3栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 谷口牧場 486＋141：53．8� 49．1�
510 シンゼンウイング 牡3黒鹿56 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478－ 61：54．01� 32．8
35 ワンダーエルツ 牡3黒鹿56 太宰 啓介山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 藤春 修二 418－ 21：54．1� 40．5�
23 ダイヴィンダート 牡3栗 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 嶋田牧場 B508＋101：54．73� 3．6�
48 フィアレススマイル 牡3鹿 56 藤岡 佑介堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 ムラカミファーム 436＋ 41：55．76 13．0�
11 ヒッポカンポス 牡3鹿 56 荻野 極山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 472± 01：56．12� 224．4�
612 サンライズスマイル 牡3栗 56 高倉 稜松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 484－ 21：56．31� 228．9�

（15頭）
611 エイユージャッカル 牡3黒鹿56 川須 栄彦笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，810，500円 複勝： 39，956，400円 枠連： 13，631，200円
馬連： 47，367，500円 馬単： 22，017，300円 ワイド： 39，178，300円
3連複： 67，313，900円 3連単： 70，909，300円 計： 326，184，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 140円 � 240円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，500円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 24，910円

票 数

単勝票数 差引計 258105（返還計 380） 的中 � 28935（4番人気）
複勝票数 差引計 399564（返還計 535） 的中 � 38743（4番人気）� 93188（1番人気）� 37311（5番人気）
枠連票数 差引計 136312（返還計 1 ） 的中 （2－3） 28014（1番人気）
馬連票数 差引計 473675（返還計 1397） 的中 �� 26927（3番人気）
馬単票数 差引計 220173（返還計 546） 的中 �� 6293（7番人気）
ワイド票数 差引計 391783（返還計 1015） 的中 �� 15677（5番人気）�� 6418（17番人気）�� 14415（7番人気）
3連複票数 差引計 673139（返還計 4186） 的中 ��� 9226（14番人気）
3連単票数 差引計 709093（返還計 4745） 的中 ��� 2063（70番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．4―12．6―12．4―12．3―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．2―48．6―1：01．2―1：13．6―1：25．9―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
・（3，13）－（6，16）4（2，9）12（10，14，15）－5，8－1，7・（3，13）4（6，16）（2，9）15，10，14，12－（5，7）8＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドソロモン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2020．2．2 京都11着

2017．3．11生 牡3栗 母 ドリームライター 母母 Rebridled Dreams 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔出走取消〕 エイユージャッカル号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 コンウィ号の騎手中井裕二は，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50，000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 メイショウウラコイ号

第２回 京都競馬 第８日



04087 2月23日 晴 重 （2京都2） 第8日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時55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
1：21．7
1：20．3

重
不良

59 ボルサリーノ 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 41：25．2 2．1�

611 メイショウオーギシ 牡3栗 56 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 482－101：25．3� 21．9�
11 ロワマージュ 牡3鹿 56 柴山 雄一ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 61：25．4� 21．5�
610 ノーブルライガー 牡3鹿 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 4 〃 クビ 16．8�
23 ダ ッ チ マ ン �3青鹿56 坂井 瑠星小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444－ 61：25．61� 16．3�
713 オ カ リ ナ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 528＋ 4 〃 ハナ 20．3�

35 ロ ジ ー ナ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 446＋ 21：26．34 5．6

34 シェイクスピア 牡3青鹿56 国分 優作 	カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 480－ 21：26．62 146．7�
22 ヴィエントアスール 牡3青鹿56 池添 謙一	アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 470± 01：26．81� 4．0�
47 ナムラキンタロー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 446－ 21：26．9� 18．8
46 デ イ ス タ ー 牡3黒鹿56 酒井 学 	カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか タツヤファーム 442＋ 41：27．0� 195．2�
712 シ ー ル ド 牡3芦 56 藤井勘一郎齊藤 直信氏 谷 潔 日高 槇本牧場 452－ 21：27．2� 430．6�
815 クリノビックネーム 牡3栗 56 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 500－ 41：27．3� 216．5�
58 ロックアビリティ 牡3鹿 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 494＋ 41：27．62 328．5�
814 マ シ ェ リ イ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 432－ 41：29．5大差 35．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，285，300円 複勝： 41，375，300円 枠連： 13，014，600円
馬連： 53，930，000円 馬単： 27，139，400円 ワイド： 44，456，900円
3連複： 82，165，900円 3連単： 99，013，200円 計： 390，380，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 390円 � 460円 枠 連（5－6） 770円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 610円 �� 830円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 27，000円

票 数

単勝票数 計 292853 的中 � 107236（1番人気）
複勝票数 計 413753 的中 � 136268（1番人気）� 20081（6番人気）� 16598（9番人気）
枠連票数 計 130146 的中 （5－6） 12996（3番人気）
馬連票数 計 539300 的中 �� 27491（5番人気）
馬単票数 計 271394 的中 �� 10555（6番人気）
ワイド票数 計 444569 的中 �� 19727（6番人気）�� 13910（9番人気）�� 2736（36番人気）
3連複票数 計 821659 的中 ��� 7189（30番人気）
3連単票数 計 990132 的中 ��� 2658（91番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．3―12．7―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．5―47．8―1：00．5―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボルサリーノ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．10．6 京都7着

2017．4．13生 牡3鹿 母 フレンチドール 母母 ワルツダンサー 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マシェリイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月23日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 シールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月23日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アイアイテーラー号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）

04088 2月23日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （2京都2） 第8日 第4競走 2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時25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

712 トップアスリート 牡4鹿 59 西谷 誠寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム 476＋ 43：24．1 12．5�
58 ラフレシアレディ 牝4鹿 57 草野 太郎吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 468－ 83：24．95 160．4�
22 タガノアンピール 牡6黒鹿60 白浜 雄造八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 560＋163：27．5大差 8．7�
46 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 石神 深一 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 490± 03：29．5大差 3．6�
33 モリトシュン 牡4青鹿59 小野寺祐太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B482－ 23：29．71� 19．5�
814 アスターブリザード 牡4鹿 59 高田 潤加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494＋163：30．76 61．0	
813 プレシャスルージュ �8黒鹿60 植野 貴也 
シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 474＋ 43：31．01� 6．2�
57 ク ー ザ 牡4鹿 59 高野 和馬ライオンレースホース� 根本 康広 日高 Shall Farm 472＋ 23：34．5大差 215．1�
34 ロ ス カ ボ ス �7黒鹿60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 486－123：34．6� 12．8
711 ヒロノオリオン 牝5鹿 58 黒岩 悠サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 488＋ 23：35．98 118．8�
45 ウインドシャルム 牝4栗 57 上野 翔福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 414－143：36．0� 124．2�
11 タイセイパルサー 牡7黒鹿60 熊沢 重文田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 494－ 6 （競走中止） 4．2�
69 ソウラセブン 牝5青鹿58 江田 勇亮村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 456－ 8 （競走中止） 277．1�
610 フミノムーン 牡8栗 60 森 一馬谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 458＋ 6 （競走中止） 4．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，711，800円 複勝： 23，746，400円 枠連： 9，795，700円
馬連： 38，440，100円 馬単： 18，423，600円 ワイド： 26，903，600円
3連複： 64，435，800円 3連単： 76，814，700円 計： 278，271，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 400円 � 3，890円 � 330円 枠 連（5－7） 13，500円

馬 連 �� 80，730円 馬 単 �� 150，190円

ワ イ ド �� 17，750円 �� 1，770円 �� 16，600円

3 連 複 ��� 264，080円 3 連 単 ��� 1，856，350円

票 数

単勝票数 計 197118 的中 � 12556（6番人気）
複勝票数 計 237464 的中 � 16474（7番人気）� 1390（12番人気）� 20969（6番人気）
枠連票数 計 97957 的中 （5－7） 562（27番人気）
馬連票数 計 384401 的中 �� 369（65番人気）
馬単票数 計 184236 的中 �� 92（127番人気）
ワイド票数 計 269036 的中 �� 386（66番人気）�� 4028（26番人気）�� 413（64番人気）
3連複票数 計 644358 的中 ��� 183（212番人気）
3連単票数 計 768147 的中 ��� 30（1236番人気）
上り 1マイル 1：53．1 4F 56．7－3F 42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トップアスリート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Azamour デビュー 2018．12．16 阪神5着

2016．3．21生 牡4鹿 母 シュピッツェ 母母 シ ャ ピ ー ラ 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 タイセイパルサー号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

フミノムーン号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
ソウラセブン号は，1周目7号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「フミノムーン」号に触れ，転倒したため競走中止。



04089 2月23日 晴 稍重 （2京都2） 第8日 第5競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時15分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

48 ヴァリッドブラック �3青鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋121：50．9 4．9�

714 ム ジ カ 牝3鹿 54 池添 謙一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 432± 01：51．11� 2．7�
11 ナリタザクラ 牡3黒鹿56 岩田 康誠�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 500＋ 81：51．52� 7．1�
816 コンフィテーロ 牡3青鹿 56

55 ☆川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 2 〃 アタマ 3．4�

713 サングレデクリスト 牡3栗 56 坂井 瑠星吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 510－ 21：52．13� 13．2	
611 マテラジニアス 牡3芦 56 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 えりも 寺井 文秀 480－ 21：53．05 55．0

612 フローラルキスミー 牝3栗 54 柴山 雄一髙橋 正雄氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 418± 01：53．21� 64．5�
59 ウ ラ ニ ア 牝3鹿 54 川島 信二田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 436－ 61：53．41	 292．8�
24 マグニフィクス 牡3栗 56 酒井 学 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 472－ 81：53．61 18．5
47 クールデショー 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 472± 01：53．81 73．9�
23 ダイシンマルス 牡3青鹿56 中井 裕二大八木信行氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 444－ 4 〃 クビ 176．9�
510 クロスラミナ 牝3鹿 54 高倉 稜水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 424－ 61：54．01� 407．4�
35 メリディアン 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 418－ 61：54．21� 17．3�
12 エトワールミノル 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 396－ 41：54．41	 133．6�
815 ペイシャフレンチ 牝3鹿 54 国分 優作北所 直人氏 高橋 義博 平取 赤石牧場 466－101：54．82� 391．7�
36 グリーナリー 牡3青鹿56 国分 恭介ディアレストクラブ� 中竹 和也 浦河 金石牧場 456＋ 21：54．9� 227．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，377，500円 複勝： 48，732，400円 枠連： 13，223，800円
馬連： 54，698，300円 馬単： 27，608，300円 ワイド： 43，638，700円
3連複： 80，051，600円 3連単： 98，457，300円 計： 400，787，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 120円 � 160円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 350円 �� 570円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 計 343775 的中 � 55552（3番人気）
複勝票数 計 487324 的中 � 77185（3番人気）� 125730（1番人気）� 66338（4番人気）
枠連票数 計 132238 的中 （4－7） 16834（2番人気）
馬連票数 計 546983 的中 �� 53693（2番人気）
馬単票数 計 276083 的中 �� 12951（4番人気）
ワイド票数 計 436387 的中 �� 32563（2番人気）�� 18255（7番人気）�� 31201（3番人気）
3連複票数 計 800516 的中 ��� 34556（4番人気）
3連単票数 計 984573 的中 ��� 9292（14番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．1―12．7―13．0―12．7―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―36．8―49．5―1：02．5―1：15．2―1：27．1―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．7
3 7，8（3，16）12（1，5，10，13）（14，11，9）（2，6，4，15） 4 ・（7，8）（16，12，13）（3，1）14，10（5，11，4，9）－6（2，15）

勝馬の
紹 介

ヴァリッドブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Dynaformer デビュー 2019．7．21 中京4着

2017．4．9生 �3青鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 2戦1勝 賞金 6，200，000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 グラスディアブロ号

04090 2月23日 晴 稍重 （2京都2） 第8日 第6競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時45分 （芝・右・外）（500万円以下）

牝；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
1：19．0
1：19．0

良
良

11 フィオリキアリ 牝3鹿 54 藤井勘一郎槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438＋ 61：24．8 19．1�

67 クーファイザナミ 牝3鹿 54 柴山 雄一大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 402－ 81：24．9� 21．7�
79 メイショウベッピン 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 470－ 21：25．0� 27．9�
810 グランマリアージュ 牝3鹿 54 池添 謙一 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 456－ 81：25．1� 13．6�
811 フェアレストアイル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 ハナ 3．3	
44 ミ ズ リ ー ナ 牝3鹿 54 四位 洋文北山 敏
氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 472－ 21：25．2� 8．9�
33 シャドウブロッサム 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 448＋ 21：25．3クビ 4．0�
78 バトルカグヤ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 454＋ 21：25．51� 19．3
55 シ ャ レ ー ド 牝3栗 54 岩田 康誠寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502＋121：25．6� 3．2�
66 ミーアシャム 牝3鹿 54 荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：25．81 39．3�
22 � ジャマティーボ 牝3黒鹿54 藤原 幹生武仲 勝氏 井上 孝彦 浦河 グランデファーム 420＋ 11：28．6大差 315．1�

（笠松） （笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，601，400円 複勝： 54，402，600円 枠連： 12，171，300円
馬連： 63，807，200円 馬単： 31，235，500円 ワイド： 49，986，400円
3連複： 89，213，200円 3連単： 117，607，100円 計： 457，024，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 500円 � 540円 � 1，020円 枠 連（1－6） 8，230円

馬 連 �� 16，130円 馬 単 �� 29，240円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 5，550円 �� 6，910円

3 連 複 ��� 102，460円 3 連 単 ��� 631，590円

票 数

単勝票数 計 386014 的中 � 16165（6番人気）
複勝票数 計 544026 的中 � 30043（7番人気）� 27119（8番人気）� 13394（10番人気）
枠連票数 計 121713 的中 （1－6） 1146（22番人気）
馬連票数 計 638072 的中 �� 3064（37番人気）
馬単票数 計 312355 的中 �� 801（69番人気）
ワイド票数 計 499864 的中 �� 3370（38番人気）�� 2321（42番人気）�� 1861（44番人気）
3連複票数 計 892132 的中 ��� 653（120番人気）
3連単票数 計1176071 的中 ��� 135（721番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．7―49．0―1：01．2―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．8
3 8，9（4，10）（6，11）7（5，1）3＝2 4 ・（8，9）10（4，6，11）（5，7）（3，1）＝2

勝馬の
紹 介

フィオリキアリ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Successful Appeal デビュー 2019．10．20 東京1着

2017．3．18生 牝3鹿 母 クリアリーコンフューズド 母母 Nice of You 5戦2勝 賞金 14，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャマティーボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月23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。



04091 2月23日 晴 重 （2京都2） 第8日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15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 7，600，000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
1：47．8
1：47．6

重
重

55 � ロングファイナリー �4鹿 56 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 462＋ 81：51．2 4．0�
67 ヒミノブルー 牡4青鹿56 岩田 康誠佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 526－ 41：51．3� 1．7�
33 キングサムソン 牡8鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 486－ 21：51．72� 46．9�
11 � リーガルマインド 牡4鹿 56

53 ▲服部 寿希畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 452－111：51．91	 34．3�
811 ゴールデンウェル 牡4栗 56 坂井 瑠星江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 23．9�
79 ヴィジャランス 牡5青鹿 57

56 ☆川又 賢治加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B550－ 41：52．1
 17．2�
44 メイショウゴテツ 牡7青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 B492－ 81：52．41
 16．8	
78 マイサンシャイン 牡4栗 56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：53．25 6．5

22 � トウシンアサヒ 牡6鹿 57 岩崎 翼�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 458± 01：53．3
 157．3�
810 ディライトラッシュ 牡6鹿 57 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B510＋ 41：53．4� 141．3
66 � サハラデザート 牡5芦 57 中井 裕二�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 524－ 51：53．5� 22．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，047，000円 複勝： 68，216，800円 枠連： 11，705，400円
馬連： 57，971，500円 馬単： 34，527，900円 ワイド： 44，457，000円
3連複： 83，757，800円 3連単： 150，986，900円 計： 483，670，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 110円 � 420円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，600円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 10，810円

票 数

単勝票数 計 320470 的中 � 63652（2番人気）
複勝票数 計 682168 的中 � 71913（2番人気）� 421843（1番人気）� 13477（8番人気）
枠連票数 計 117054 的中 （5－6） 25539（2番人気）
馬連票数 計 579715 的中 �� 114335（1番人気）
馬単票数 計 345279 的中 �� 27437（3番人気）
ワイド票数 計 444570 的中 �� 70187（1番人気）�� 5968（18番人気）�� 16526（8番人気）
3連複票数 計 837578 的中 ��� 21793（10番人気）
3連単票数 計1509869 的中 ��� 10119（35番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．5―12．2―12．3―12．7―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．1―48．3―1：00．6―1：13．3―1：26．0―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ロングファイナリー �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 マイネルラヴ

2016．4．22生 �4鹿 母 コスモハート 母母 タカラカンナ 9戦1勝 賞金 10，600，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ヴィジャランス号の騎手川又賢治は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
トウシンアサヒ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

04092 2月23日 曇 重 （2京都2） 第8日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000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
1：21．7
1：20．3

重
不良

59 � ウェイクール 牡4鹿 57 国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 B518± 01：24．6 34．7�

510� ムーンオブバローダ 牡4栗 57 藤岡 佑介 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 496－ 21：24．7� 20．5�
815 クリノアントニヌス 牡6栗 57 国分 恭介栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530＋ 4 〃 ハナ 106．5�
12 ド ラ セ ナ �5黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 B500－ 2 〃 クビ 16．5�
714 ロークアルルージュ 牡4芦 57 四位 洋文尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞	湖 レイクヴィラファーム B554＋141：24．91
 7．8	
611 タガノゴマチャン 牡4芦 57

56 ☆川又 賢治八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 480＋ 81：25．11� 10．6

713� ベストチャーム 牝4鹿 55 中井 裕二中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 426＋ 41：25．2クビ 4．6�
36 トモジャバロンド 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 490＋ 4 〃 ハナ 123．3�
612 タイキデセーオ 牡4黒鹿57 酒井 学�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 514－ 2 〃 同着 10．6
11 シンゼンマックス 牡4栗 57 坂井 瑠星原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 478－ 81：25．3� 7．2�
24 � ノーブルレゼル 牡5鹿 57 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 460－ 31：25．4� 81．3�
23 ジャミールフエルテ 牡4鹿 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：25．5� 3．2�
816 グーテンモルゲン 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 504－ 41：25．6� 108．9�
47 ロマンスマジック 牝6栗 55 荻野 琢真�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 448－121：25．7クビ 163．2�
48 ペプチドオリバー 牡4栗 57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 468± 0 〃 クビ 11．0�
35 � ムーンロード 牝6鹿 55 川須 栄彦吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 406± 01：26．87 236．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，853，300円 複勝： 53，379，700円 枠連： 21，319，600円
馬連： 84，241，900円 馬単： 33，811，100円 ワイド： 61，502，700円
3連複： 118，904，300円 3連単： 132，316，600円 計： 542，329，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，470円 複 勝 � 640円 � 640円 � 1，780円 枠 連（5－5） 34，930円

馬 連 �� 28，320円 馬 単 �� 45，690円

ワ イ ド �� 5，270円 �� 11，740円 �� 16，230円

3 連 複 ��� 370，030円 3 連 単 ��� 2，339，740円

票 数

単勝票数 計 368533 的中 � 8479（10番人気）
複勝票数 計 533797 的中 � 22752（9番人気）� 22594（10番人気）� 7517（12番人気）
枠連票数 計 213196 的中 （5－5） 473（33番人気）
馬連票数 計 842419 的中 �� 2305（54番人気）
馬単票数 計 338111 的中 �� 555（103番人気）
ワイド票数 計 615027 的中 �� 3032（47番人気）�� 1350（73番人気）�� 975（85番人気）
3連複票数 計1189043 的中 ��� 241（369番人気）
3連単票数 計1323166 的中 ��� 41（2136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．5―59．8―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウェイクール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 タイキシャトル

2016．3．4生 牡4鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 10戦1勝 賞金 8，700，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ココロノイコロ号



04093 2月23日 曇 稍重 （2京都2） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

か す が

春 日 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

79 � ペ ガ ー ズ 牡6鹿 57 川又 賢治 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 504＋ 21：52．2 14．0�

22 パ ト リ ッ ク 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 474＋ 61：52．3	 2．3�
11 カイザーミノル 牡4鹿 56 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470－ 2 〃 クビ 3．4�
78 ミトノマルーン 牡4黒鹿56 松田 大作ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 480－ 21：52．51 38．4�
811 プライドランド 牡4芦 56 荻野 極 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：52．6
 3．3	
33 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿54 岩田 康誠杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 450－ 41：52．81	 16．9

66 メイショウロセツ 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 508－ 21：52．9
 16．8�
55 スズカフューラー 牡6栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 432＋ 81：53．43 101．3�
810 スズカヴァンガード �9栗 57 菊沢 一樹永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 490＋ 41：53．82	 207．0
44 ブルレジーナ 牝5栗 55 藤井勘一郎髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 450＋ 21：53．9クビ 144．5�
（10頭）

67 エイシンスレイマン 牡6鹿 57 坂井 瑠星�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 41，392，800円 複勝： 41，521，600円 枠連： 14，050，300円
馬連： 73，060，100円 馬単： 38，922，900円 ワイド： 44，890，900円
3連複： 101，014，200円 3連単： 186，641，200円 計： 541，494，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 180円 � 110円 � 130円 枠 連（2－7） 1，310円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 420円 �� 540円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 13，820円

票 数

単勝票数 計 413928 的中 � 23616（4番人気）
複勝票数 計 415216 的中 � 41791（4番人気）� 127105（1番人気）� 76953（3番人気）
枠連票数 計 140503 的中 （2－7） 8274（4番人気）
馬連票数 計 730601 的中 �� 37593（4番人気）
馬単票数 計 389229 的中 �� 6650（14番人気）
ワイド票数 計 448909 的中 �� 24671（4番人気）�� 18515（7番人気）�� 72250（2番人気）
3連複票数 計1010142 的中 ��� 55342（3番人気）
3連単票数 計1866412 的中 ��� 9788（43番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．8―13．3―13．4―12．5―12．1―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―38．3―51．6―1：05．0―1：17．5―1：29．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．7
3 8，9（1，11）4（5，10，6）－3，2 4 ・（8，9）（1，11）（5，6，3）4，10，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ペ ガ ー ズ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ムーンバラッド

2014．3．19生 牡6鹿 母 ア オ ゾ ラ 母母 グリーンヒルマック 24戦2勝 賞金 41，221，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 エイシンスレイマン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

04094 2月23日 晴 稍重 （2京都2） 第8日 第10競走 ��
��1，600�

いかるが

斑鳩ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．2．16以降2．2．16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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

68 テーオービクトリー 牝6鹿 52 太宰 啓介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480± 01：35．8 9．5�
44 ワンダープチュック 牡6黒鹿56 岩田 康誠山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 512± 01：36．22� 4．4�
69 クリアザトラック 牡6鹿 54 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：36．41 17．8�
812 カフジバンガード 牡5鹿 54 国分 恭介加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 486＋ 21：36．5� 28．8�
711 ネ リ ッ サ 牝4鹿 52 酒井 学木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 430－ 6 〃 クビ 35．7�
33 サトノケンシロウ 牡7黒鹿56 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：36．6クビ 20．7	
710 ミエノウインウイン 	5黒鹿55 池添 謙一里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 4 〃 クビ 4．2

45 ソロフレーズ 牡5青鹿54 亀田 温心ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：36．91� 51．6�
57 ド ゥ ー カ 牡7栗 54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 504－ 6 〃 クビ 20．4�
56 ニホンピロヘンソン 	4黒鹿54 松田 大作小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 472＋121：37．0クビ 108．8
813 アドマイヤキズナ 牡7黒鹿55 四位 洋文近藤 旬子氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 474＋ 4 〃 クビ 14．3�
22 フォックスクリーク 牡5黒鹿55 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：37．21
 3．3�
11 キアロスクーロ 	7黒鹿56 柴山 雄一水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B504－ 41：38．15 14．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，855，200円 複勝： 71，268，500円 枠連： 23，279，300円
馬連： 127，869，200円 馬単： 51，616，800円 ワイド： 81，819，200円
3連複： 182，963，300円 3連単： 225，737，800円 計： 817，409，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 280円 � 180円 � 550円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，250円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 14，290円 3 連 単 ��� 82，990円

票 数

単勝票数 計 528552 的中 � 44314（4番人気）
複勝票数 計 712685 的中 � 65684（4番人気）� 126015（2番人気）� 27896（9番人気）
枠連票数 計 232793 的中 （4－6） 12210（7番人気）
馬連票数 計1278692 的中 �� 50924（5番人気）
馬単票数 計 516168 的中 �� 7634（19番人気）
ワイド票数 計 818192 的中 �� 31896（4番人気）�� 9051（31番人気）�� 13852（21番人気）
3連複票数 計1829633 的中 ��� 9601（51番人気）
3連単票数 計2257378 的中 ��� 1972（271番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．1―12．1―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―47．9―1：00．0―1：11．9―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオービクトリー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．11．27 京都7着

2014．3．23生 牝6鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 28戦5勝 賞金 98，607，000円

１レース目



04095 2月23日 晴 重 （2京都2） 第8日 第11競走 ��
��1，200�

や ま と

大和ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，31．2．16以降2．2．16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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：09．0
1：08．7

不良
重

59 スズカコーズライン 牡6鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 524＋ 61：09．8 15．5�
36 ヒデノヴィーナス 牝4栗 53 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 454＋ 2 〃 クビ 11．0�
35 � テーオーヘリオス 牡8鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 522＋ 21：10．01� 41．0�
24 テーオージーニアス 牡5鹿 56 岩田 康誠小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 41：10．1	 2．8�
48 バ イ ラ 牡5鹿 54 国分 恭介杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 512＋ 2 〃 クビ 13．0�
713 ハングリーベン 牡6鹿 55 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B442－ 61：10．2クビ 50．0�
611 ジャスティン 牡4栗 55 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 486± 01：10．41
 6．5	
12 ヨ シ オ 牡7鹿 56 荻野 極岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492＋ 61：10．5クビ 33．3

47 ナムラミラクル 牡7芦 55 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム B488－ 2 〃 ハナ 129．7�
714 ダイメイフジ 牡6鹿 56 高倉 稜宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 530＋181：10．71� 38．0�
816 ブルミラコロ 牡8鹿 55 藤井勘一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 516＋ 2 〃 クビ 88．6
23 ニホンピロタイド 牡5青鹿54 四位 洋文小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 500－ 81：10．91� 40．1�
510 サイタスリーレッド 牡7鹿 57 池添 謙一西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 494＋121：11．0
 92．3�
612 マジカルスペル 牡6芦 55 岡田 祥嗣吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 546＋ 61：11．85 39．4�
815 ウインオスカー 牡7鹿 55 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B516＋ 81：12．22
 105．6�
11 � モンペルデュ 牝4鹿 54 藤岡 佑介吉田 和子氏 松永 幹夫 米

Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

478＋ 61：13．69 3．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，161，100円 複勝： 88，155，400円 枠連： 51，145，900円
馬連： 260，244，300円 馬単： 108，582，100円 ワイド： 140，498，500円
3連複： 395，676，000円 3連単： 545，158，400円 計： 1，673，621，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 410円 � 330円 � 840円 枠 連（3－5） 3，590円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 12，310円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 4，430円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 54，610円 3 連 単 ��� 292，980円

票 数

単勝票数 計 841611 的中 � 43436（6番人気）
複勝票数 計 881554 的中 � 56887（6番人気）� 74493（5番人気）� 25201（9番人気）
枠連票数 計 511459 的中 （3－5） 11020（16番人気）
馬連票数 計2602443 的中 �� 36107（16番人気）
馬単票数 計1085821 的中 �� 6615（38番人気）
ワイド票数 計1404985 的中 �� 20668（15番人気）�� 8107（40番人気）�� 9048（37番人気）
3連複票数 計3956760 的中 ��� 5434（134番人気）
3連単票数 計5451584 的中 ��� 1349（650番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．5．20生 牡6鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 26戦7勝 賞金 131，686，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 ジュンヴァルカン号・ハットラブ号・ヒロブレイブ号・メイショウワダイコ号

04096 2月23日 晴 重 （2京都2） 第8日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，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
1：21．7
1：20．3

重
不良

35 タガノプレトリア 牡5鹿 57
54 ▲亀田 温心八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 41：23．6 3．6�
59 ボンディマンシュ �4黒鹿57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－ 61：23．7	 4．2�
815 ケイアイターコイズ 牡4芦 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 522－ 61：23．8クビ 3．9�
816 グトルフォス 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 6 〃 アタマ 16．7�
713 ヨ ハ ン 牡4鹿 57 松田 大作サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434＋10 〃 ハナ 32．3�
714 サ ン キ ュ ー 牡7栗 57 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス	 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 522＋ 4 〃 アタマ 14．2

510 キタサンタイドー 牡5黒鹿57 国分 恭介�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 510－ 41：23．9クビ 13．4�
24 メイショウドウドウ 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484± 01：24．11	 39．4�
48 スズカモナミ 牝6鹿 55

54 ☆川又 賢治永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 430± 01：24．2クビ 67．9
612
� ジャスパーモア 牝5青鹿 55

52 ▲服部 寿希加藤 和夫氏 森 秀行 米
Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

514＋ 4 〃 ハナ 138．5�
36 ホイールバーニング 牡7栗 57 荻野 極市川義美ホール

ディングス	 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 532＋ 41：24．62	 83．9�
12 ミスティック 牝5黒鹿55 国分 優作 	カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 456－ 41：24．81� 82．3�
611 ライトオブピース 牡6鹿 57 酒井 学前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋14 〃 ハナ 15．0�
11 � ア ル ベ ニ ス 牡4栗 57 岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456＋12 〃 ハナ 10．8�
23 メイショウダブル 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 522＋ 41：25．86 122．9�
47 カズマペッピーノ 牡6黒鹿57 池添 謙一合同会社雅苑興業 奥村 豊 新冠 つつみ牧場 B508－ 61：26．97 58．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，230，900円 複勝： 89，414，200円 枠連： 39，740，600円
馬連： 161，644，900円 馬単： 64，321，200円 ワイド： 111，918，400円
3連複： 242，215，300円 3連単： 299，957，100円 計： 1，080，442，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 160円 � 170円 枠 連（3－5） 640円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 290円 �� 360円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 712309 的中 � 154278（1番人気）
複勝票数 計 894142 的中 � 192861（1番人気）� 143763（2番人気）� 125525（3番人気）
枠連票数 計 397406 的中 （3－5） 47993（2番人気）
馬連票数 計1616449 的中 �� 163216（1番人気）
馬単票数 計 643212 的中 �� 30146（2番人気）
ワイド票数 計1119184 的中 �� 102821（1番人気）�� 80299（2番人気）�� 57944（3番人気）
3連複票数 計2422153 的中 ��� 153103（1番人気）
3連単票数 計2999571 的中 ��� 45260（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．9―12．1―12．3―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノプレトリア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．6．11 阪神4着

2015．2．12生 牡5鹿 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 33戦3勝 賞金 82，920，000円
※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 アメリカンワールド号・グレートウォリアー号・ゴールドパッキャオ号・シュプリームゾーン号・プロネルクール号

４レース目



（2京都2）第8日 2月23日 （祝日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 169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
厩務員出走奨励金

222，380，000円
3，020，000円
23，600，000円
1，280，000円
25，700，000円
69，317，250円
5，473，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
484，670，700円
646，421，400円
235，529，800円
1，065，382，200円
477，301，500円
723，728，900円
1，574，106，900円
2，068，504，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，275，646，000円

総入場人員 23，065名 （有料入場人員 22，183名）



令和2年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，276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
厩務員出走奨励金

1，957，630，000円
28，000，000円
206，550，000円
11，740，000円
224，050，000円
531，761，750円
42，145，500円
12，249，600円

勝馬投票券売得金
4，725，873，100円
6，951，843，000円
1，885，508，500円
9，971，497，500円
4，753，841，600円
6，791，613，000円
14，839，811，200円
22，327，511，700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 72，247，499，600円

総入場延人員 128，728名 （有料入場延人員 122，331名）
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