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04049 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時00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
1：09．0
1：08．7

不良
重

815 レ ジ ェ モ ー 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 照哉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 438＋ 21：12．7 5．7�
（独）

713 ロゼキルシュ 牝3栗 54 川田 将雅�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：13．12� 2．8�
59 デルマクリスタル 牝3青鹿54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム 458＋ 41：13．31� 58．3�
35 ウンダモシタン 牝3黒鹿54 古川 吉洋小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 21：13．51� 11．1�
612 コンゴウレイワ 牝3栗 54 和田 竜二金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454＋ 41：13．92� 8．9�
714 ヤングブラッド 牝3黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 456± 01：14．11� 3．6	
11 アンティークブーケ 牝3鹿 54 国分 恭介�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 394± 0 〃 クビ 92．3

12 メイショウイコロ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 422－ 21：14．3� 25．6�
47 ヨドノプルメリア 牝3鹿 54 岡田 祥嗣海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 424－ 21：14．51� 329．1�
816 ラインエンジェル 牝3栗 54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 458＋121：14．82 9．0
36 ベアトリーチェ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �京都ホースレーシング 武 英智 浦河 宮内牧場 402－101：15．11� 299．1�
24 ウォッチミー 牝3鹿 54 坂井 瑠星山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 410－ 41：15．52� 191．9�
611 ミモザアカシア 牝3黒鹿54 四位 洋文加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 カケハムポニークラブ 492＋ 21：15．6� 66．8�
23 タンバアンジェラ 牝3鹿 54 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 456－ 61：16．02� 228．1�
48 オスカーステージ 牝3栗 54 藤岡 康太森 保彦氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 21：16．31� 30．0�
510 チョウソダネー 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 飯岡牧場 454＋101：16．61� 188．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，978，000円 複勝： 43，804，800円 枠連： 14，951，900円
馬連： 46，982，400円 馬単： 24，308，800円 ワイド： 43，976，400円
3連複： 77，782，600円 3連単： 87，753，300円 計： 364，538，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 130円 � 930円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 4，030円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 12，120円 3 連 単 ��� 47，620円

票 数

単勝票数 計 249780 的中 � 34761（3番人気）
複勝票数 計 438048 的中 � 62119（3番人気）� 115763（1番人気）� 7892（9番人気）
枠連票数 計 149519 的中 （7－8） 42317（1番人気）
馬連票数 計 469824 的中 �� 46134（2番人気）
馬単票数 計 243088 的中 �� 11000（4番人気）
ワイド票数 計 439764 的中 �� 36737（2番人気）�� 2588（32番人気）�� 4130（25番人気）
3連複票数 計 777826 的中 ��� 4812（36番人気）
3連単票数 計 877533 的中 ��� 1336（149番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―12．1―12．5―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ジ ェ モ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．11．23 京都4着

2017．5．22生 牝3鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 3戦1勝 賞金 6，970，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔騎手変更〕 ロゼキルシュ号の騎手岩田望来は，病気のため川田将雅に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ウォッチミー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月15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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴーゴーレイワ号
※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。

04050 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第2競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．6

重
重

22 セルファース 牡3黒鹿56 藤井勘一郎水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 520－ 21：55．9 3．7�
67 ヴァシリアス 牡3鹿 56 川田 将雅前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 484－ 4 〃 クビ 1．9�
66 シフクユウヒ 牡3栗 56 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 516± 0 〃 アタマ 234．2�
33 サンライズヘルメス 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 480－ 21：56．43 72．7�
79 タガノトランキーロ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 81：56．61� 5．3�
811 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 北村 友一寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 466＋ 81：56．7クビ 7．2�
810 ゼンダンイワミ 牡3黒鹿56 �島 良太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 498＋ 21：56．91� 139．5	
78 サトノスライヴ 牡3黒鹿56 古川 吉洋 
サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506± 0 〃 ハナ 14．7�
44 ピエナファリア 牡3黒鹿56 和田 竜二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456＋ 21：57．0� 32．6�
11 メイショウフルサト 牡3鹿 56 坂井 瑠星松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 494± 01：58．27 307．5
55 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56 国分 優作金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 522－ 42：01．7大差 73．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，645，400円 複勝： 51，153，800円 枠連： 8，065，800円
馬連： 40，390，000円 馬単： 26，341，200円 ワイド： 32，321，400円
3連複： 55，749，400円 3連単： 95，388，200円 計： 337，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 110円 � 2，920円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 200円 �� 9，730円 �� 5，860円

3 連 複 ��� 15，670円 3 連 単 ��� 60，660円

票 数

単勝票数 計 276454 的中 � 58674（2番人気）
複勝票数 計 511538 的中 � 61366（2番人気）� 286171（1番人気）� 1522（10番人気）
枠連票数 計 80658 的中 （2－6） 17109（2番人気）
馬連票数 計 403900 的中 �� 86759（1番人気）
馬単票数 計 263412 的中 �� 21806（3番人気）
ワイド票数 計 323214 的中 �� 54658（1番人気）�� 713（37番人気）�� 1190（30番人気）
3連複票数 計 557494 的中 ��� 2667（33番人気）
3連単票数 計 953882 的中 ��� 1140（142番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．3―13．4―13．3―13．2―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．3―50．7―1：04．0―1：17．2―1：29．9―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セルファース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．1．25 京都3着

2017．2．26生 牡3黒鹿 母 ア ミ リ ス 母母 ミスティーグリーン 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走状況〕 ピエナファリア号は，馬場入場後膠着。発走地点への集合に遅れたため発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 タガノトランキーロ号の騎手岡田祥嗣は，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30，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レーベンレジェンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15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〕 メイショウフルサト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月15日まで平地競走に出走で

きない。

第２回 京都競馬 第５日



04051 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第3競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走11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
1：21．7
1：20．3

重
不良

59 � フラミンゴフライト 牝3芦 54 川田 将雅吉田 千津氏 吉村 圭司 米
Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

490＋ 81：25．8 2．9�
611 タイガーインディ 牡3黒鹿56 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 446－ 4 〃 クビ 6．4�
612� エイシンアンヴァル 牡3栗 56 A．シュタルケ�栄進堂 今野 貞一 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn A
Randal Trustees

490± 01：26．22� 3．6�
（独）

23 マイレリーフ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 434＋141：26．73 54．0�
24 ライトマイファイア 牡3鹿 56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 クビ 11．7�
714 グリーンハイパワー 牡3鹿 56 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 41：26．8クビ 20．6	
47 ノーセキュリティ 牡3鹿 56 古川 吉洋竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 506± 01：27．54 4．8

815 ヴィクトリーナイト 牡3芦 56 国分 優作田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 448－ 21：27．81	 182．7�
48 モ ズ ア ス カ 牡3栗 56 松山 弘平 �キャピタル・システム 小崎 憲 浦河 谷川牧場 498－ 81：27．9� 31．5�
12 � パワーオーソリティ 牡3栗 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 西園 正都 愛 Gerard &

Anne Corry 462± 0 〃 アタマ 91．8
35 � ジャスパーエース 牡3栗 56 四位 洋文加藤 和夫氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 454± 0 〃 ハナ 17．7�
36 ジ ュ ア ン 牡3鹿 56 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 ハシモトフアーム 484－ 81：28．0クビ 264．2�
510 グ ラ シ ー ナ 牡3青鹿56 松田 大作椎名 節氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 556－ 6 〃 クビ 179．1�
11 メメモンロー 牡3黒鹿56 和田 竜二本谷 惠氏 武 英智 日高 沖田牧場 448－ 21：29．27 212．1�
816 ストロングバング 牡3鹿 56 岡田 祥嗣畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか 沖田 博志 478± 01：29．62� 510．8�

（15頭）
713� トレーンベアラー 牝3鹿 54 北村 友一吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，567，400円 複勝： 48，198，300円 枠連： 11，611，400円
馬連： 47，945，100円 馬単： 24，018，100円 ワイド： 41，283，600円
3連複： 68，424，000円 3連単： 81，321，100円 計： 355，369，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（5－6） 370円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 420円 �� 240円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 325674 的中 � 88739（1番人気）
複勝票数 計 481983 的中 � 100410（2番人気）� 68041（3番人気）� 110075（1番人気）
枠連票数 計 116114 的中 （5－6） 23849（1番人気）
馬連票数 計 479451 的中 �� 35542（3番人気）
馬単票数 計 240181 的中 �� 10438（3番人気）
ワイド票数 計 412836 的中 �� 23120（3番人気）�� 48408（1番人気）�� 30221（2番人気）
3連複票数 計 684240 的中 ��� 41896（2番人気）
3連単票数 計 813211 的中 ��� 9843（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―47．7―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フラミンゴフライト �
�
父 Flatter �

�
母父 Well Decorated デビュー 2019．7．20 中京4着

2017．3．16生 牝3芦 母 Well 母母 Faith Tested Raye 5戦1勝 賞金 10，000，000円
〔出走取消〕 トレーンベアラー号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。

04052 2月15日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（2京都2） 第5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

46 ビッグスモーキー 牡5鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 538＋ 23：19．8 2．0�
814 マサハヤドリーム �8鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋ 83：20．86 5．0�
813� ブラックワンダー 牡4青鹿59 石神 深一佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 472＋ 63：21．0� 21．7�
22 シゲルキハダマグロ 牡7栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 462－ 63：21．32 27．9�
610 リスペクタブル 牡5鹿 60 北沢 伸也�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－ 63：22．89 30．8�
33 シャリオヴァルト �7鹿 60 金子 光希前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－123：24．18 4．6	
58 ジョーカーワイルド 牡5鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 522＋ 83：27．2大差 56．2

11 � マヤノフロスティ 牡5芦 60 平沢 健治田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 522－ 2 〃 クビ 7．6�
34 ロ ネ ガ ン 牡4黒鹿59 鈴木 慶太田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 532＋ 63：27．41 253．3�
57 � ウインハイラント 牡6鹿 60 五十嵐雄祐ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 2 〃 クビ 64．5�
45 シオンコタン 牝4鹿 57 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 43：28．46 403．9�
69 マイネルラフレシア 牡7栗 60 蓑島 靖典 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 63：29．25 56．0�
712 ビービーゲイル 牡4鹿 59 上野 翔坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 504－ 63：30．05 284．3�
711 モルドレッド 牡5鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B484± 03：30．64 24．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，902，000円 複勝： 22，774，400円 枠連： 10，914，700円
馬連： 33，793，400円 馬単： 19，394，600円 ワイド： 24，465，700円
3連複： 54，945，200円 3連単： 72，594，900円 計： 259，784，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 380円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 350円 �� 830円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 9，390円

票 数

単勝票数 計 209020 的中 � 82095（1番人気）
複勝票数 計 227744 的中 � 69639（1番人気）� 26060（4番人気）� 10676（6番人気）
枠連票数 計 109147 的中 （4－8） 16596（1番人気）
馬連票数 計 337934 的中 �� 42417（2番人気）
馬単票数 計 193946 的中 �� 16112（2番人気）
ワイド票数 計 244657 的中 �� 19782（3番人気）�� 7211（8番人気）�� 5293（11番人気）
3連複票数 計 549452 的中 ��� 13108（9番人気）
3連単票数 計 725949 的中 ��� 5605（21番人気）
上り 1マイル 1：51．2 4F 56．0－3F 41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビッグスモーキー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2017．8．13 新潟2着

2015．2．24生 牡5鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 障害：4戦1勝 賞金 12，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ソッサスブレイ号



04053 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第5競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

813 アイアンバローズ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：03．1 5．4�
（独）

710 ダノンセレスタ 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：03．2� 1．3�
45 キャプテンドレイク 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482－ 42：03．83� 16．0�
68 ストリクトコード 牝3黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 426＋ 22：04．01� 18．4�
33 ウェイトゥザトップ 牡3栗 56 北村 友一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－ 22：04．21 10．4�
69 クリアショット 牡3芦 56 松田 大作今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 494＋ 42：04．52 34．8	
44 ショウナンラオウ 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 新ひだか 上村 清志 448－ 62：04．7� 31．6

57 ロックグラス 牡3鹿 56 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 478＋ 22：05．02 87．4�
812 ラレーヌデュバル 牝3鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋102：05．21� 83．8�
711 ラウンドレイ 牡3黒鹿56 �島 良太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 492＋ 22：06．37 418．4
11 メイショウカリスマ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 青森 諏訪牧場 B526＋102：06．61� 94．5�
56 サンライズデヴォン 	3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 464－ 4 〃 ハナ 340．4�

（12頭）
22 ナリタアレス 牡3黒鹿56 四位 洋文�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 488＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，170，900円 複勝： 156，793，100円 枠連： 8，163，900円
馬連： 37，162，800円 馬単： 24，947，200円 ワイド： 33，075，700円
3連複： 41，045，400円 3連単： 71，649，900円 計： 405，008，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 130円 � 100円 � 210円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 150円 �� 740円 �� 320円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 差引計 321709（返還計 48447） 的中 � 47091（2番人気）
複勝票数 差引計1567931（返還計103279） 的中 � 77575（2番人気）� 1306071（1番人気）� 31068（5番人気）
枠連票数 差引計 81639（返還計 37090） 的中 （7－8） 22244（1番人気）
馬連票数 差引計 371628（返還計177954） 的中 �� 99234（1番人気）
馬単票数 差引計 249472（返還計125105） 的中 �� 22179（3番人気）
ワイド票数 差引計 330757（返還計173363） 的中 �� 75725（1番人気）�� 8581（9番人気）�� 23119（4番人気）
3連複票数 差引計 410454（返還計423526） 的中 ��� 31509（3番人気）
3連単票数 差引計 716499（返還計775087） 的中 ��� 9990（17番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．2―12．5―12．4―12．5―12．1―12．3―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―36．9―49．4―1：01．8―1：14．3―1：26．4―1：38．7―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイアンバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Royal Anthem デビュー 2019．7．27 新潟13着

2017．2．2生 牡3鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 4戦1勝 賞金 8，400，000円
〔騎手変更〕 クリアショット号の騎手岩田望来は，病気のため松田大作に変更。
〔競走除外〕 ナリタアレス号は，発走地点で疾病〔左前踏創〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
※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。

04054 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第6競走 ��
��1，400�3歳新馬

発走12時50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
1：21．7
1：20．3

重
不良

714 ヴァルキュリア 牝3鹿 54 荻野 琢真 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452 ―1：26．0 5．9�
47 サトノガイア 牝3鹿 54 川島 信二 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム 474 ―1：26．31� 13．9�
510 コ ウ イ チ 牡3芦 56 小牧 太桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 478 ―1：26．93� 2．3�
815 ニ ン ギ ル ス 牡3栗 56 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 454 ―1：27．11� 16．9�
816 メイショウマサカツ 牡3栗 56 坂井 瑠星松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 松栄牧場 424 ―1：27．52� 106．7	
11 ジャイアントリバー 牡3栗 56 幸 英明嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 472 ―1：27．6� 7．8

48 メイショウヒバリ 牝3栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 456 ―1：28．23� 5．7�
23 トーホウビビアン 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 472 ―1：28．51� 164．5�
36 ワンダーシンシア 牝3鹿 54

52 △木幡 育也山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 秋場牧場 410 ―1：28．6� 68．0
713 ニホンピロブケーラ 牡3青 56 黒岩 悠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 478 ―1：29．23� 138．5�
24 タガノミュウミュウ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434 ―1：29．3� 40．9�
612 メイショウノエル 牝3栗 54 長岡 禎仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 村下 明博 488 ―1：29．72� 177．1�
35 メイショウアイノテ 牝3青鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 458 ―1：30．02 146．2�
611 ビービーバンクシー 牡3青 56 国分 優作�坂東牧場 野中 賢二 浦河 田中スタッド 484 ― 〃 アタマ 30．9�
59 ロードデルタ 牡3鹿 56 高倉 稜 �ロードホースクラブ 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 500 ―1：30．42� 30．8�
12 クレスコアンジェラ 牝3黒鹿54 	島 良太堀川 三郎氏 長谷川浩大 むかわ ヤマイチ牧場 462 ―1：31．57 11．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，919，600円 複勝： 38，147，800円 枠連： 15，692，100円
馬連： 51，376，900円 馬単： 25，701，900円 ワイド： 40，692，100円
3連複： 68，451，400円 3連単： 75，628，800円 計： 348，610，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 290円 � 130円 枠 連（4－7） 1，460円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 390円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 30，900円

票 数

単勝票数 計 329196 的中 � 44468（3番人気）
複勝票数 計 381478 的中 � 52107（2番人気）� 24647（6番人気）� 101969（1番人気）
枠連票数 計 156921 的中 （4－7） 8320（5番人気）
馬連票数 計 513769 的中 �� 8442（17番人気）
馬単票数 計 257019 的中 �� 2365（30番人気）
ワイド票数 計 406921 的中 �� 6990（19番人気）�� 28980（2番人気）�� 14216（7番人気）
3連複票数 計 684514 的中 ��� 14480（8番人気）
3連単票数 計 756288 的中 ��� 1774（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．5―12．3―12．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．9―48．4―1：00．7―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルキュリア �
�
父 Tapit �

�
母父 War Front 初出走

2017．4．1生 牝3鹿 母 ピースアンドウォー 母母 More Oats Please 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ワンダーシンシア号の騎手岩田望来は，病気のため木幡育也に変更。
〔制裁〕 コウイチ号の騎手小牧太は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番）
〔その他〕 ビービーバンクシー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレスコアンジェラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ビービーバンクシー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3月15日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アイアイテーラー号・エルニーニョ号・エーティーボストン号・サンライズプラウ号・シュガーミー号・

スマートキャンディ号・スリーブラザー号・デルマタンザナイト号・トウケイワルツ号・ナリタサーガ号・
ニホンピロデュラン号・ペプチドカイザー号・メイショウドヒョウ号



04055 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第7競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時20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
1：47．8
1：47．6

重
重

714 ダノンファラオ 牡3青鹿56 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：52．8 5．4�
59 アポロアベリア 牡3栗 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 540± 01：53．54 3．4�
24 エイシンガネーシャ 牡3栗 56 川田 将雅平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 488＋ 21：53．6� 2．7�
47 キッズアガチャー 牡3鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 41：53．7� 28．9�
510 アストゥーリアス 牡3栗 56 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B454－ 21：54．12� 25．4	
11 アジャストザルート 牡3鹿 56 A．シュタルケ 
社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 486－ 41：54．41� 14．0�

（独）

713 サンライズシェリー 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 474－ 81：54．5� 57．4�
48 イ バ ル 牡3青鹿56 藤井勘一郎杉澤 光雄氏 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 494＋ 21：54．71	 8．4
35 フ ィ ロ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太
高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム 448－ 41：55．23 72．7�
36 アイスヴィスタ 牝3芦 54 国分 優作村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 452－ 61：55．62� 57．7�
12 クロカドッグ 牡3鹿 56 国分 恭介
ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 B490－14 〃 ハナ 160．7�
611 フ ェ ル カ ド 牡3青鹿56 北村 友一 
キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 466－101：55．7クビ 26．2�
815 フームスムート 牡3黒鹿56 古川 吉洋ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 488＋ 21：56．33� 42．7�
612 スズカパンサー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B466－ 81：56．72� 129．5�
816 カ ヴ ァ ス 牡3黒鹿56 和田 竜二 
サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 478± 01：57．12� 63．5�
23 ラーラクロリ 牝3鹿 54 幸 英明ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 浦河 ディアレスト

クラブ 482＋ 61：58．27 85．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，479，000円 複勝： 51，474，300円 枠連： 17，137，400円
馬連： 70，220，600円 馬単： 31，965，700円 ワイド： 56，760，500円
3連複： 103，111，300円 3連単： 124，151，800円 計： 494，300，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 370円 �� 350円 �� 210円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 394790 的中 � 57542（3番人気）
複勝票数 計 514743 的中 � 71407（3番人気）� 114614（2番人気）� 123381（1番人気）
枠連票数 計 171374 的中 （5－7） 16677（2番人気）
馬連票数 計 702206 的中 �� 60891（3番人気）
馬単票数 計 319657 的中 �� 13052（6番人気）
ワイド票数 計 567605 的中 �� 35486（3番人気）�� 38633（2番人気）�� 79170（1番人気）
3連複票数 計1031113 的中 ��� 100842（1番人気）
3連単票数 計1241518 的中 ��� 17972（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．8―12．9―12．7―12．6―12．5―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．2―49．1―1：01．8―1：14．4―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
・（2，14）（5，9，12）（1，3，8）－（13，15）4，16，6，11，10，7・（2，14）9（5，8）12（1，13）15（4，16）（6，10）－（11，3，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンファラオ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 El Corredor デビュー 2019．10．26 東京2着

2017．5．5生 牡3青鹿 母 ク リ ス プ 母母 Cat’s Fair 4戦2勝 賞金 16，100，000円
〔騎手変更〕 アイスヴィスタ号の騎手岩田望来は，病気のため国分優作に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラーラクロリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15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。

04056 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第8競走 ��1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

711 シホノフォルテ 牡4鹿 56 松田 大作村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 504－121：59．3 2．7�
45 キングレイスター 牡6鹿 57 幸 英明伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 500－ 62：00．04 24．5�
813 カズマークセン 牡4鹿 56 北村 友一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 追分ファーム 504＋ 62：00．21 5．9�
69 スコルピウス �4黒鹿56 A．シュタルケ 飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B464－ 4 〃 クビ 4．8�

（独）

11 イシュタルゲート 牡4鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518± 02：00．4� 3．2�
44 	 シゲルヒラコー 牡4栗 56 藤井勘一郎森中 蕃氏 谷 潔 新冠 カミイスタット 464＋ 42：00．93 51．0�
56 ラ デ ツ キ ー 牡4栗 56 小牧 太中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B508－ 8 〃 クビ 20．4	
22 ベルクカッツェ 牡5青鹿57 川須 栄彦田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 490＋ 22：01．32
 217．1

812 ミラクルユニバンス 牡7栗 57 和田 竜二亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 460＋ 22：01．4
 23．4�
33 	 トウシンアサヒ 牡6鹿 57

55 △木幡 育也�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 458± 0 〃 クビ 372．6
68 オンワードハンター 牡9鹿 57 松山 弘平樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 472－ 42：02．99 85．3�
57 	 セデックカズマ 牡4黒鹿56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 498＋162：03．22 44．9�
710	 アイファーリーダー 牡4鹿 56 高倉 稜中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 502＋ 82：03．3
 353．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，049，800円 複勝： 45，739，000円 枠連： 16，064，300円
馬連： 70，730，800円 馬単： 35，625，100円 ワイド： 52，281，000円
3連複： 98，991，700円 3連単： 128，516，100円 計： 483，997，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 340円 � 190円 枠 連（4－7） 2，080円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 840円 �� 500円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 26，500円

票 数

単勝票数 計 360498 的中 � 106527（1番人気）
複勝票数 計 457390 的中 � 96533（2番人気）� 27310（6番人気）� 61593（4番人気）
枠連票数 計 160643 的中 （4－7） 5965（10番人気）
馬連票数 計 707308 的中 �� 21823（9番人気）
馬単票数 計 356251 的中 �� 7431（16番人気）
ワイド票数 計 522810 的中 �� 15867（11番人気）�� 28157（5番人気）�� 8127（17番人気）
3連複票数 計 989917 的中 ��� 12837（19番人気）
3連単票数 計1285161 的中 ��� 3516（84番人気）

ハロンタイム 7．3―10．9―11．3―12．8―13．0―13．3―13．0―12．8―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．2―29．5―42．3―55．3―1：08．6―1：21．6―1：34．4―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シホノフォルテ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2019．2．10 東京7着

2016．1．22生 牡4鹿 母 ゴールウェイ 母母 メジロシルエット 7戦2勝 賞金 19，800，000円
〔騎手変更〕 セデックカズマ号の騎手岩田望来は，病気のため藤岡康太に変更。
※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。



04057 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第9競走 ��
��1，400�

う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

22 アフランシール 牝4鹿 55 川田 将雅前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 81：22．7 2．5�

66 ハッシュゴーゴー 牝4鹿 55 北村 友一吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 2．8�
77 イーサンパンサー 牡4栗 57 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 474＋ 81：22．8クビ 5．4�
55 ラプソディーア 牝6栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430－ 41：23．01� 7．9�
33 シベリアンタイガー 	9鹿 57 松山 弘平岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 486± 01：23．42� 11．3�
11 コパノピエール 牡6鹿 57 A．シュタルケ 小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 498－ 21：23．5クビ 19．6	

（独）

44 メジャーレート 牡5栗 57 森 一馬 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B454＋ 21：23．6
 20．3

（7頭）

売 得 金
単勝： 40，098，700円 複勝： 38，278，800円 枠連： 発売なし
馬連： 68，983，900円 馬単： 39，476，600円 ワイド： 39，090，300円
3連複： 79，819，700円 3連単： 213，873，600円 計： 519，621，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 160円 �� 260円 �� 220円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 400987 的中 � 127099（1番人気）
複勝票数 計 382788 的中 � 101041（2番人気）� 101556（1番人気）
馬連票数 計 689839 的中 �� 150214（1番人気）
馬単票数 計 394766 的中 �� 42396（1番人気）
ワイド票数 計 390903 的中 �� 69433（1番人気）�� 34227（4番人気）�� 42151（2番人気）
3連複票数 計 798197 的中 ��� 133521（1番人気）
3連単票数 計2138736 的中 ��� 99440（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．2―47．8―59．4―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．9
3 ・（1，5）（2，6）（3，4，7） 4 5，2（1，6）（3，4，7）

勝馬の
紹 介

アフランシール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．15 函館1着

2016．4．15生 牝4鹿 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 11戦3勝 賞金 49，178，000円
〔騎手変更〕 コパノピエール号の騎手岩田望来は，病気のためA．シュタルケに変更。
※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。

04058 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第10競走 ��
��2，400�

しょうらい

松籟ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．2．9以降2．2．9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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

79 トーセンカンビーナ 牡4鹿 55 藤岡 康太島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458± 02：28．3 4．2�
710 ヴ ィ ッ セ ン 牡9鹿 54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 22：28．4� 14．0�
22 ス ヴ ァ ル ナ 牡5黒鹿56 A．シュタルケ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 522＋ 22：28．5� 6．3�

（独）

33 � ミスマンマミーア 牝5栗 53 池添 謙一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 452－ 42：28．6	 8．7�
44 バラックパリンカ 牡4黒鹿55 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454＋ 62：28．7	 8．1	
68 マスターコード 牡6黒鹿56 幸 英明
G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 22：28．8クビ 16．0�
811 タイセイモナーク 牡4鹿 54 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488± 02：29．12 4．2�
812 エクセレントミスズ 牡7鹿 52 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 466＋122：29．2� 172．1
67 アドマイヤアゼリ 牡6鹿 54 北村 友一近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋ 82：29．3	 40．0�
55 ヘリファルテ 牡6鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 82：29．61	 13．0�
56 エーティーラッセン 牡6鹿 55 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 520＋ 2 〃 アタマ 7．1�
11 スズカルパン 牡11鹿 52 古川 吉洋永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 484＋242：30．66 201．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，216，500円 複勝： 81，441，100円 枠連： 23，346，900円
馬連： 134，839，300円 馬単： 52，634，500円 ワイド： 84，925，700円
3連複： 194，986，800円 3連単： 237，868，800円 計： 862，259，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 490円 � 210円 枠 連（7－7） 5，940円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 630円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 48，610円

票 数

単勝票数 計 522165 的中 � 98108（1番人気）
複勝票数 計 814411 的中 � 136176（2番人気）� 34356（9番人気）� 105569（3番人気）
枠連票数 計 233469 的中 （7－7） 3046（23番人気）
馬連票数 計1348393 的中 �� 29206（18番人気）
馬単票数 計 526345 的中 �� 6208（32番人気）
ワイド票数 計 849257 的中 �� 16245（22番人気）�� 36180（4番人気）�� 14173（29番人気）
3連複票数 計1949868 的中 ��� 15328（51番人気）
3連単票数 計2378688 的中 ��� 3547（234番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―11．8―13．4―13．1―12．7―13．0―12．7―11．9―11．5―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．3―36．1―49．5―1：02．6―1：15．3―1：28．3―1：41．0―1：52．9―2：04．4―2：15．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンカンビーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2018．7．8 中京2着

2016．2．7生 牡4鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 12戦4勝 賞金 59，046，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 スズカルパン号の騎手岩田望来は，病気のため古川吉洋に変更。
※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。



04059 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第11競走 ��
��1，600�

らくよう

洛陽ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，31．2．9以降2．2．9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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

57 ヴァルディゼール 牡4鹿 56 北村 友一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 462＋161：34．2 5．1�
813 カリビアンゴールド 牝6黒鹿53 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：34．41 3．7�
69 アストラエンブレム �7鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 468－ 81：34．5	 16．9�
11 ブラックムーン 牡8鹿 57 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 500＋101：34．6	 13．8�
711 プロディガルサン 牡7鹿 55 国分 優作金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B516－ 6 〃 ハナ 39．2	
56 ハーレムライン 牝5鹿 53 坂井 瑠星吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 462－101：34．81
 25．8

68 � ストロングタイタン 牡7鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 544－ 4 〃 同着 14．3�
45 レインボーフラッグ 牡7鹿 54 和田 竜二 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 474＋ 21：34．9� 10．9�
44 キャプテンペリー �7栗 54 国分 恭介千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 504－ 41：35．0クビ 46．4
812 ファストアプローチ �5栗 54 木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 552＋ 41：35．1� 28．3�
710 フロンティア 牡5栗 55 A．シュタルケ �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 480＋ 81：35．2	 10．9�
（独）

22 サトノフェイバー 牡5黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516－ 61：35．3	 3．8�
33 アンコールプリュ 牝5黒鹿53 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：36．04 34．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 83，166，600円 複勝： 108，203，300円 枠連： 49，783，000円
馬連： 277，770，800円 馬単： 101，124，900円 ワイド： 157，070，600円
3連複： 430，606，100円 3連単： 507，801，800円 計： 1，715，527，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 160円 � 370円 枠 連（5－8） 990円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，540円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 6，080円 3 連 単 ��� 25，520円

票 数

単勝票数 計 831666 的中 � 129424（3番人気）
複勝票数 計1082033 的中 � 127604（3番人気）� 208430（1番人気）� 61886（7番人気）
枠連票数 計 497830 的中 （5－8） 38592（3番人気）
馬連票数 計2777708 的中 �� 173927（3番人気）
馬単票数 計1011249 的中 �� 30752（6番人気）
ワイド票数 計1570706 的中 �� 81201（2番人気）�� 25173（19番人気）�� 32967（16番人気）
3連複票数 計4306061 的中 ��� 53049（16番人気）
3連単票数 計5078018 的中 ��� 14426（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．9―47．0―59．1―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルディゼール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．11．10 京都1着

2016．4．1生 牡4鹿 母 フ ァ ー ゴ 母母 マチカネササメユキ 6戦3勝 賞金 70，721，000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。

04060 2月15日 曇 稍重 （2京都2） 第5日 第12競走 ��
��1，800�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，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

22 � アイアムレジェンド 牡4鹿 56 川田 将雅�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 482－ 61：52．8 1．8�
47 メ ラ ン 牡4黒鹿56 藤岡 康太中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 508－ 41：53．01	 29．3�
11 � テキスタイルアート 
8青鹿 57

56 ☆森 裕太朗岡田 壮史氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 482－121：53．32 60．8�
713 ポップフランセ 牡4栗 56 藤井勘一郎吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 452－ 41：53．51 17．5�
610� ヘヴントゥナイト 
6芦 57 松山 弘平 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 10．3�
814 キャベンディッシュ 牡5栗 57 古川 吉洋本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 520± 01：53．7� 16．6	
35 テンノサクラコ 牝7黒鹿55 松田 大作天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 492－ 6 〃 ハナ 170．0

815 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 450± 0 〃 クビ 19．8�
59 ゴールデンライオン 牡4鹿 56 �島 良太石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 492＋ 41：53．8クビ 66．2
611 スズカスマート 牝6鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 488＋10 〃 クビ 14．9�
58 ホウオウライジン 牡4栗 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 ハナ 15．3�
34 ルドルフィーナ 牡7青鹿57 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 500＋ 81：54．11� 107．1�
23 マイネルブロッケン 牡6青鹿57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B444－ 6 〃 クビ 5．8�
46 アロマティカス 牡6鹿 57 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B466＋141：54．41� 191．2�
712 シャンボールナイト 
5青鹿57 池添 謙一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464± 01：54．5クビ 18．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，938，000円 複勝： 64，693，400円 枠連： 33，254，600円
馬連： 112，251，200円 馬単： 56，459，000円 ワイド： 83，184，100円
3連複： 173，383，600円 3連単： 237，933，900円 計： 814，097，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 650円 � 800円 枠 連（2－4） 2，240円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，560円 �� 13，950円

3 連 複 ��� 40，320円 3 連 単 ��� 119，950円

票 数

単勝票数 計 529380 的中 � 229703（1番人気）
複勝票数 計 646934 的中 � 231715（1番人気）� 17678（10番人気）� 14113（11番人気）
枠連票数 計 332546 的中 （2－4） 11461（9番人気）
馬連票数 計1122512 的中 �� 30341（9番人気）
馬単票数 計 564590 的中 �� 11457（11番人気）
ワイド票数 計 831841 的中 �� 17040（12番人気）�� 13896（16番人気）�� 1488（76番人気）
3連複票数 計1733836 的中 ��� 3225（111番人気）
3連単票数 計2379339 的中 ��� 1438（332番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―12．9―12．9―13．1―12．7―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．3―50．2―1：03．3―1：16．0―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アイアムレジェンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo

2016．3．1生 牡4鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer 11戦2勝 賞金 26，250，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ポップフランセ号の騎手岩田望来は，病気のため藤井勘一郎に変更。
〔制裁〕 テンノサクラコ号の騎手松田大作は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※シャンボールナイト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2京都2）第5日 2月15日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 160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

225，220，000円
8，210，000円
25，530，000円
1，030，000円
25，240，000円
67，310，500円
5，226，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
475，131，900円
750，702，100円
208，986，000円
992，447，200円
461，997，600円
689，127，100円
1，447，297，200円
1，934，482，200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 6，960，171，300円

総入場人員 13，255名 （有料入場人員 12，494名）
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