
０４０７３ ２月１８日 晴 稍重 （１８京都２）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

１１ � ペプチドジャスパー 牡３栃栗５６ O．ペリエ 沼川 一彦氏 境 直行 様似 林 時春 ４６０＋ ４１：１３．１ ２７．１�
（仏）

３３ � ブラックサベージ 牡３鹿 ５６
５３ ▲中村 将之佐藤 松雄氏 柴田 政見 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ４１：１３．４２ １４．９�

８１３� メディアスナイパー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠平井 卓也氏 清水 出美 伊達 高橋農場 ４５６＋ ４ 〃 アタマ ２．２�
（兵庫）

７１２�� ナムラアーク 牡３鹿
５６
５３ ▲高井 彰大奈村 信重氏 橋本 寿正 静内 藤本牧場 ４９４－ ２１：１３．５クビ ２１０．０�

６１０�� ミッドナイトスター 牝３黒鹿５４ 本田 優飯田 吉哉氏 昆 貢 浦河 林 孝輝 B４２８－ ２１：１３．９２� ５１．２�
２２ �� オレンジシンジュ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文冨沢 敦子氏 田所 清広 静内 佐竹 学 ４４６＋ ２１：１４．１１� ４．３�
５７ � グランプリゲイト 牡３鹿 ５６ 小牧 太�グランプリ 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム B５１２－ ４１：１４．４１� ９．２	
３４ � イイデカミノヤマ 牡３鹿 ５６

５４ △生野 賢一 �アールエスエーカントリ大久保正陽 三石 元茂牧場 ４２６－ ６１：１４．７１� １３６．４

８１４� メイショウアマン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４３６＋ ４１：１４．８� ２９９．２�
４６ � コパノフロスティ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二小林 祥晃氏 崎山 博樹 新冠 的場牧場 ４３４－ ４１：１４．９� １９．９�
７１１� シゲルシテカブ 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐久間寛志森中 蕃氏 鶴留 明雄 新冠 岩見牧場 ４４６± ０１：１５．５３� ４０．３
５８ � ラインクラージュ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川田 将雅大澤 繁昌氏 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 クビ ４７．０�
６９ � リバティアイランド 牡３栗 ５６ 安藤 勝己山上 和良氏 和田 正道 浦河 熊谷 武 ５２４－ ６１：１５．６� ４．６�
４５ � トライアンファル 牝３鹿 ５４ M．モンテリーゾ 加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 ５００＋ ２１：１７．７大差 ７１．２�

（伊）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，０８１，８００円 複勝： ２０，８７２，９００円 枠連： １７，３６５，４００円

普通馬連： ６８，４９５，５００円 馬単： ６７，４３４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６２１，４００円

３連複： ９２，５５８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３０６，４３０，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ４９０円 � ３５０円 � １４０円 枠 連（１－３） １１，７７０円

普通馬連 �� １６，３９０円 馬 単 �� ２８，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３３０円 �� ８００円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ９，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０８１８ 的中 � ４９８２（７番人気）
複勝票数 計 ２０８７２９ 的中 � ８５０４（７番人気）� １２７５０（５番人気）� ６００９７（１番人気）
枠連票数 計 １７３６５４ 的中 （１－３） １０８９（２６番人気）
普通馬連票数 計 ６８４９５５ 的中 �� ３０８５（３７番人気）
馬単票数 計 ６７４３４３ 的中 �� １７４８（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６２１４ 的中 �� １５７５（３４番人気）�� ７１３３（８番人気）�� ９０７７（５番人気）
３連複票数 計 ９２５５８８ 的中 ��� ６８９６（３０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．８―１１．８―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．５―４７．３―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ペプチドジャスパー �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００５．１２．２４ 阪神８着

２００３．４．２５生 牡３栃栗 母 ピンキーバーク 母母 Fellwaati ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 ブラックサベージ号の騎手中村将之は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トライアンファル号は，平成１８年３月１８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または施行団体名を表示している。



０４０７４ ２月１８日 晴 稍重 （１８京都２）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６１１� メイショウシャフト 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５１８－ ４１：５４．０ １３．０�

３５ ファイブアロー 牡３鹿 ５６ 小牧 太松元 保氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８０－ ２ 〃 クビ ２２．０�
２４ ソングオブウインド 牡３青鹿５６ 武 豊 �社台レースホース浅見 秀一 追分 追分ファーム ４７８－１４１：５４．３１� １．２�
１２ ナムラバビロン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８８－ １１：５４．８３ １４０．３�
３６ ウォークライ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文首藤 徳氏 増本 豊 新冠 北星村田牧場 ５２０－ ４１：５５．０１ ４７．６�
８１５� アドマイヤミラクル 牡３青鹿５６ O．ペリエ 近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 ４９８－ ４１：５５．２１� ９．５�

（仏）

４８ ワイズユース 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �ノースヒルズマネ
ジメント 安藤 正敏 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２± ０１：５５．４１� ２４．６	

４７ アリスマティック 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 省一 門別 下河辺牧場 ４４２± ０１：５５．６１ ２８．５


５９ � エーケーリープ 牡３鹿 ５６ 松田 大作桂土地� 五十嵐忠男 静内 高橋 修 ４４８－ ４１：５５．８１ １２１．３�
２３ エドノスキー 牡３鹿 ５６ 柴原 央明遠藤 喜松氏 田中 章博 三石 沖田 忠幸 ５０２＋ ４１：５６．２２	 ４２４．２
７１４ ル ガ ー ナ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４８２± ０１：５６．４１ ２３．９�
（兵庫）

１１ ディープヴィート 牡３鹿 ５６
５３ ▲鮫島 良太深見 富朗氏 白井 寿昭 新冠 隆栄牧場 ４５６－１０１：５７．２５ ９２．８�

６１２� ハ イ コ ー ト 牡３栗 ５６ 秋山真一郎森岡 一郎氏 鹿戸 明 早来 吉田牧場 ４９２－１０１：５７．４１ ４９７．１�
７１３
 セレスダーリング 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋岡 浩二氏 武田 博 新冠 飛渡牧場 ４５４＋ ２１：５７．８２	 ６２５．４�
８１６
 ボストンキング 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦ボストンホース� 新川 恵 様似 中脇 一幸 ４６２＋ ２１：５８．２２	 ５７８．５�
５１０� ノーブルハーモニー 牡３鹿 ５６

５４ △北村 浩平中村 浩章氏 大根田裕之 米 Green
Gates Farm ５１２－ ２１：５９．５８ １４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４２８，１００円 複勝： ２４，９３６，８００円 枠連： ２７，４３３，６００円

普通馬連： ８８，５１３，３００円 馬単： ９８，５０１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９５０，６００円

３連複： １１５，３９６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４０９，１６０，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（３－６） ４，０５０円

普通馬連 �� ６，４００円 馬 単 �� １４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ２４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６４２８１ 的中 � １６１４３（３番人気）
複勝票数 計 ２４９３６８ 的中 � ３４８８０（２番人気）� １５６５２（５番人気）� ９９７６１（１番人気）
枠連票数 計 ２７４３３６ 的中 （３－６） ５００２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８８５１３３ 的中 �� １０２１０（１２番人気）
馬単票数 計 ９８５０１７ 的中 �� ５０３９（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９５０６ 的中 �� ５９６８（１０番人気）�� ３３３８０（１番人気）�� ２２８３８（４番人気）
３連複票数 計１１５３９６５ 的中 ��� ５２１０４（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１３．３―１２．０―１２．５―１３．２―１２．８―１３．５―１３．１

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．４
１
３

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

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

�メイショウシャフト �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００５．１２．１１ 阪神４着

２００３．４．２１生 牡３鹿 母 メイショウエビータ 母母 デ ザ ー ト ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルハーモニー号は，平成１８年３月１８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〕 ハイコート号は，平成１８年３月１８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オリオンザスカイ号・シゲルハンドウダカ号・ピエナテンイヤーズ号
※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。



０４０７５ ２月１８日 晴 稍重 （１８京都２）第７日 第３競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

若手騎手，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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ � ビッグシャトル 牡３鹿 ５６
５３ ▲中村 将之�ビッグ 南井 克巳 静内 服部 牧場 ５００± ０１：２６．８ ７．０�

５９ ワンダーリディア 牡３鹿 ５６
５３ ▲佐久間寛志山本 信行氏 佐藤 正雄 浦河 オーナー牧場 ４９４＋ ４１：２７．１１� ４．７�

６１２ グッドバニラ 牝３鹿 ５４
５３ ☆川田 将雅杉立 恭平氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４１８－ ２１：２７．２� １５．０�

３５ バンジーガム 牡３鹿 ５６
５３ ▲鮫島 良太幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４６６＋ ２ 〃 アタマ １０６．５�

３６ ホーマンクラフト 牡３鹿 ５６
５４ △北村 浩平久保 久人氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４２４＋ ４１：２７．３クビ ３．１�

５１０ ヴィートヴァンクル 牡３黒鹿５６ 岩崎 祐己 �キャロットファーム 中竹 和也 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６１：２７．５１� ６．４�
２３ ノ イ モ ン ト 牡３鹿 ５６

５４ △生野 賢一山田 嘉昭氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ４６０＋ ８ 〃 クビ ３６．２	
８１６ ヴァーツラフ 牡３鹿 ５６ 服部 剛史名古屋友豊
 領家 政蔵 静内 高橋 修 ４８２＋ ４１：２７．６� ７９．７�
２４ エイシンフタイテン 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔平井 豊光氏 瀬戸口 勉 浦河 栄進牧場 ５１８－ ４１：２７．７� ７２．７�
４８ � ナムラシートン 牡３鹿 ５６ 難波 剛健奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４５２－ ４１：２７．８� １５９．９
７１４� タガノレオニード 牡３鹿 ５６ 柴原 央明八木 良司氏 浅見 秀一 青森 伊藤牧場 ４４８－ ２１：２７．９� ６．３�
４７ ヒシオーシャン 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 敏明 ４８８－ ２１：２８．１１� ２５０．１�
７１３� ヘヴンリービーナス 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４４２－ ８１：２９．１６ １２．３�
８１５� オウミシンザン �３栗 ５６ 畑端 省吾
本桐牧場 湯浅 三郎 三石 本桐牧場 ４４２＋ ２１：２９．４１� ４７０．０�
１１ � マドンナブラボー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高井 彰大�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４５０＋ ６ 〃 ハナ ７６．６�
６１１ キャットストリート 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆長谷川浩大 �社台レースホース古川 平 白老 白老ファーム ４４０－ ２ 〃 アタマ ３５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７７０，５００円 複勝： ２２，９９３，０００円 枠連： ２８，０６４，６００円

普通馬連： ７８，７４３，１００円 馬単： ６８，５８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８４３，５００円

３連複： １０１，３０４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３３７，３０３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２８０円 � ２００円 � ３６０円 枠 連（１－５） １，２３０円

普通馬連 �� １，８４０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，２９０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ６，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７７０５ 的中 � ２０１５０（５番人気）
複勝票数 計 ２２９９３０ 的中 � ２１７０９（５番人気）� ３４３５３（２番人気）� １５４３９（６番人気）
枠連票数 計 ２８０６４６ 的中 （１－５） １６８８７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７８７４３１ 的中 �� ３１７４８（８番人気）
馬単票数 計 ６８５８４５ 的中 �� １４７２５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８４３５ 的中 �� ６７８９（９番人気）�� ３７２６（１６番人気）�� ４５４６（１３番人気）
３連複票数 計１０１３０４０ 的中 ��� １０８１６（２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１２．３―１２．６―１３．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．８―１：００．４―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．３―３F３９．０
３ ・（１，６）（７，９）－（４，１６）（８，１２，１４）－５（３，１１）（１０，１３）１５，２ ４ ・（１，６）（７，９）（４，１６）（８，１４）（３，５，１２）－（２，１１，１０）－（１５，１３）

勝馬の
紹 介

�ビッグシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Alleged デビュー ２００６．１．９ 京都２着

２００３．３．４生 牡３鹿 母 コンティンジェンシー 母母 Avarice ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ヒシオーシャン号は，平成１８年３月１８日まで平地競走に出走できない。



０４０７６ ２月１８日 晴 良 （１８京都２）第７日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

１：２０．６
１：１９．０

良

良

５１０� ベルジュール 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：２３．０ ６．９�
（兵庫）

３６ エイシンイダテン 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６０± ０１：２３．４２� ２９．８�
２３ � ヒシワンスモア 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Masa-

ichiro Abe ４１０＋ ２１：２３．５� １１．２�
１２ ゴッドスマイルユー 牡３芦 ５６ 武 豊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３０－１４ 〃 ハナ ８．２�
４８ ハイブレッド 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ６１：２３．６� ２．９�

（仏）

７１４� キャスケードブーケ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４３４－１２ 〃 クビ ５．４�
２４ プルーフオブキング 牡３鹿 ５６ 本田 優上田 宗義氏 昆 貢 静内 橋本牧場 ４６２－ ２１：２４．０２� １７．４	
６１１� リッカアリアラ 牝３青鹿５４ 和田 竜二立花 幸雄氏 川村 禎彦 浦河 中島 俊明 ４５２－ ４１：２４．４２� ５．８

３５ クレセントクレスト 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ２１：２４．６１� １４．２�
５９ メイショウエンドラ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎松本 好雄氏 福島 勝 静内 静内フジカ

ワ牧場 ３９０＋ ６１：２４．８１	 ８１．７�
８１６ オーキッドコート 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４６０－ ６ 〃 クビ ２９４．０
６１２ ランドビーム 牡３黒鹿５６ M．モンテリーゾ 木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０８－ ２１：２５．６５ ２８６．５�

（伊）

８１５ プリンセスデザート 牝３栗 ５４ 幸 英明鈴木 可一氏 加藤 修甫 新冠 ハシモトフアーム ４５８－ ６１：２５．８１ １９５．０�
７１３ ハ ト ル 牝３鹿 ５４ 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ４２２－ ４ 〃 クビ １５７．８�
４７ ユニゾンアタック 牡３芦 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６８＋ ６１：２６．６５ ５８９．０�
１１ � シークレットキララ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川田 将雅岩� 僖澄氏 西橋 豊治 様似 山本 和彦 ３９８＋ ６１：２７．２３� ３６５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３７４，６００円 複勝： ２７，０４０，０００円 枠連： ２４，８９３，４００円

普通馬連： ８６，７４９，２００円 馬単： ８０，０９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５２９，３００円

３連複： １１１，５５５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３７５，２３９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ３００円 � ６３０円 � ３００円 枠 連（３－５） ３，０８０円

普通馬連 �� ６，９８０円 馬 単 �� １１，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０６０円 �� １，３２０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ２３，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３７４６ 的中 � ２４４１９（４番人気）
複勝票数 計 ２７０４００ 的中 � ２５７７７（５番人気）� １００９０（９番人気）� ２５４７８（６番人気）
枠連票数 計 ２４８９３４ 的中 （３－５） ５９８１（１９番人気）
普通馬連票数 計 ８６７４９２ 的中 �� ９１７８（３０番人気）
馬単票数 計 ８００９７２ 的中 �� ４９５０（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５２９３ 的中 �� ２８１０（３０番人気）�� ４４６５（１８番人気）�� ２１３１（３３番人気）
３連複票数 計１１１５５５９ 的中 ��� ３５８１（７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１１．７―１２．０―１２．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．９―４６．６―５８．６―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベルジュール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Bering デビュー ２００５．１２．３ 阪神５着

２００３．５．７生 牡３栗 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シークレットキララ号は，平成１８年３月１８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〕 ユニゾンアタック号は，平成１８年３月１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テイエムアメジスト号・ブライティアセレブ号
（非抽選馬） ２頭 ハッスルガール号・ユニゾン号
※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１８日 晴 良 （１８京都２）第７日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２３ � パーフェクトジョイ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４２０ ―１：５０．０ ６．８�
（兵庫）

４６ ハギノプリンセス 牝３栗 ５４ 武 豊安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７０ ―１：５０．４２� １．７�
６１１� エレガンスボーイ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 浦河 ターフィー牧場 ４５２ ―１：５１．０３� ３７．３�
７１２ セピアウインド 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一福本 圭佐氏 松元 省一 平取 びらとり牧場 ４８０ ― 〃 クビ ４．３�
６１０ ブロンコーネ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣飯田 正氏 池江 泰郎 静内 千代田牧場 ４６８ ―１：５１．１クビ １０．１�
２２ � バブルスプリングス 牡３鹿 ５６ 小池 隆生 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：５１．２� ２９．６�
５９ ランドウイング 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５１２ ―１：５１．３� ７３．１	
８１４� セフティグランプリ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川田 将雅池田 實氏 崎山 博樹 白老 習志野牧場 ４８８ ― 〃 ハナ １０４．７

５８ セイカバーバリアン 	３黒鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４６０ ― 〃 クビ ２０７．０�
４７ エムテイクラウン 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４８０ ―１：５１．５１� ２４．２�
８１５� マイスイートプラン 牝３栗 ５４ 幸 英明五影 隆則氏 福島 信晴 静内 フジワラフアーム ４９６ ―１：５２．１３� ５８．０
１１ ク ニ ノ オ ー 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４８０ ― 〃 ハナ １４４．７�
３５ マチカネワカナ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦細川 益男氏 沖 芳夫 門別 待兼牧場 ４６２ ―１：５２．６３ ５１．３�
７１３
 ファイアーワークス 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 宮本 博 静内 橋本牧場 ５２２ ―１：５２．８１� １３１．１�
３４ � ミントデザイア 牡３鹿 ５６

５５ ☆長谷川浩大臼田 浩義氏 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ５２０ ―１：５２．９� １５７．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０１１，６００円 複勝： １７，５０８，８００円 枠連： ２３，４１３，６００円

普通馬連： ６７，３８５，３００円 馬単： ７６，１５２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９８１，７００円

３連複： ８８，９４４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，３９８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ４８０円 枠 連（２－４） ３８０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２，０５０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０１１６ 的中 � ２４６２８（３番人気）
複勝票数 計 １７５０８８ 的中 � ２７３５７（３番人気）� ５６３１２（１番人気）� ５９３５（７番人気）
枠連票数 計 ２３４１３６ 的中 （２－４） ４６０８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６７３８５３ 的中 �� ８６２１０（２番人気）
馬単票数 計 ７６１５２７ 的中 �� ３６５８９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９８１７ 的中 �� ２２０１１（２番人気）�� ２０１５（２２番人気）�� ３９６３（１１番人気）
３連複票数 計 ８８９４４７ 的中 ��� １３９９３（１２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１１．９―１２．３―１２．６―１２．５―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３６．８―４９．１―１：０１．７―１：１４．２―１：２６．２―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パーフェクトジョイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ミルジヨージ 初出走

２００３．４．１７生 牝３青鹿 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ミントデザイア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０７８ ２月１８日 晴 稍重 （１８京都２）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７８ � ゼットコマンダー 牡３黒鹿５６ 幸 英明�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４５４－ ２１：５５．２ １１．９�

８１１� ヤマニンファビュル 牝３栗 ５４ 小池 隆生土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８８－ ２１：５５．３クビ ２２．４�
４４ � マンノレーシング 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６６± ０１：５５．４� ６．６�
２２ パッシングマーク 牡３鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：５５．８２� ２．０�
６７ ポートエレガント 牡３鹿 ５６ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ５２０＋ ４１：５５．９� ８１．９�
１１ ゲットアウト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２－ ６１：５６．０クビ ７．３�
８１０�� サンアントニオ 牡３鹿 ５６ 小牧 太植田 忠司氏 湯浅 三郎 門別 細川牧場 ４６２－ ６１：５６．１	 ２３．１	
７９ 
 ジョウショーブルー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠熊田 義孝氏 森沢 友貴 門別 インターナシヨナル牧場 ５３２＋ ８１：５６．２クビ １５３．８


（兵庫） （兵庫）

５５ � ブラックソフィア 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎黒岩 晴男氏 安田伊佐夫 門別 白井牧場 ５０８－ ２１：５６．７３ ５３．５�
６６ シーグランプリ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ５１６－ ２１：５７．２３ ６６．６�
３３ � アサクサバンザイ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田原源一郎氏 河野 通文 仏

Mr Philippe Jean-
neret, Darley Stud
Management Co. Ltd

４５４－ ６１：５８．２６ ４．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，３１４，５００円 複勝： ２４，９２２，７００円 枠連： ２３，２５２，２００円

普通馬連： ７９，７２９，０００円 馬単： ８７，７２４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０８８，２００円

３連複： １１０，５８３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３７２，６１５，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ２４０円 � ４５０円 � １８０円 枠 連（７－８） ２，１２０円

普通馬連 �� ４，９２０円 馬 単 �� ９，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� ６２０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ７，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３１４５ 的中 � １６２０６（５番人気）
複勝票数 計 ２４９２２７ 的中 � ２８１９５（５番人気）� １２０７０（６番人気）� ４２５７０（２番人気）
枠連票数 計 ２３２５２２ 的中 （７－８） ８１３２（９番人気）
普通馬連票数 計 ７９７２９０ 的中 �� １１９７８（１８番人気）
馬単票数 計 ８７７２４５ 的中 �� ６９５６（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０８８２ 的中 �� ２８８９（２１番人気）�� ９２４５（７番人気）�� ４５１３（１３番人気）
３連複票数 計１１０５８３９ 的中 ��� １１１５４（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．６―５１．１―１：０４．６―１：１７．５―１：２９．８―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ゼットコマンダー �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．４ 阪神３着

２００３．３．７生 牡３黒鹿 母 ダンツサンデー 母母 ダンツカーラー ５戦２勝 賞金 １５，６００，０００円
※ゼットコマンダー号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０４０７９ ２月１８日 晴 稍重 （１８京都２）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．１．２１以降４歳５００・５歳以
上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

６１１ バレンソール 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４９２＋ ４１：１２．２ ２．４�

１１ ア ミ リ ス 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ５００－ ６ 〃 クビ ５１．９�
７１３ グランプリオーロラ 牝５鹿 ５５ 松永 幹夫�グランプリ 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５２－ ２１：１２．５２ ５．２�
５１０ チャームダイヤ 牝４栗 ５５ O．ペリエ タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４４０± ０１：１２．６� １３．４�

（仏）

３６ � コーリンラヴィアン 牝５芦 ５５ 和田 竜二伊藤 恵子氏 柴田 政見 門別 今井牧場 ５１０＋ ８１：１２．７クビ ２２．６�
２３ ガラディナー 牝４鹿 ５５

５２ ▲上野 翔吉田 勝己氏 北橋 修二 早来 ノーザンファーム ４５８－ ４１：１２．８� ７４．７�
５９ パレスレディー 牝５鹿 ５５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６０－ ２１：１２．９� １１．２	
４８ � ウイングスオブヒロ 牝４栗 ５５ 武 豊杉岡 時治氏 伊藤 雄二 静内 藤原牧場 ４８０＋ ６１：１３．０クビ ３．７

１２ ノーストピア 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己�平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４３８－ ４１：１３．３２ １６．７�
６１２ イブキゴルデルゼ 牝５黒鹿５５ 本田 優�伊吹 昆 貢 門別 北陽ファーム ４４４＋ ４１：１３．７２� １０１．０
７１４ クラクエンキャット 牝４栗 ５５

５２ ▲鮫島 良太熊田 晋作氏 石坂 正 登別 青藍牧場 ４３０＋ ４１：１３．９１� ６８．３�
４７ 	� クイーンアイリス 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：１４．０� １１３．０�
３５ 	 クイックマリ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川田 将雅冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４４８－１６ 〃 クビ ６２．３�
２４ サンエムマリオン 牝５栗 ５５ 菊地 昇吾村上 稔氏 松田 正弘 静内 岡田牧場 ４５０＋ ４１：１４．２１� ３６６．１�
８１５	 エイティビジュー 牝４鹿 ５５ 小牧 太前田 篤久氏 武 宏平 新冠 高瀬牧場 ４１８± ０１：１４．７３ １２２．４�
８１６	 ラドランピエーデ 牝４鹿 ５５ 幸 英明村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 小倉牧場 ４６２－ ６１：１５．２３ １００．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５５１，３００円 複勝： ２９，６１０，０００円 枠連： ３０，０１２，６００円

普通馬連： １０９，６８３，２００円 馬単： ９３，８１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４２６，１００円

３連複： １４１，１４３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５８，２３９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １６０円 � ７６０円 � １８０円 枠 連（１－６） １，７１０円

普通馬連 �� ５，９３０円 馬 単 �� ９，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ３６０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ８，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５５１３ 的中 � ８５６４９（１番人気）
複勝票数 計 ２９６１００ 的中 � ６０７９８（１番人気）� ７１８２（８番人気）� ５０２９９（３番人気）
枠連票数 計 ３００１２６ 的中 （１－６） １２９８０（７番人気）
普通馬連票数 計１０９６８３２ 的中 �� １３６５９（２０番人気）
馬単票数 計 ９３８１２５ 的中 �� ７２２９（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４２６１ 的中 �� ３７５１（１９番人気）�� ２２４６１（２番人気）�� ３０２１（２２番人気）
３連複票数 計１４１１４３３ 的中 ��� １２４９３（２６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．２―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．３―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．１
３ ・（１，１０）－１１（６，１６）（９，１３，１５）３，７（２，１４）８－（５，１２）４ ４ ・（１，１０）－１１（６，１６）（３，９，１３，１５）（２，７，１４）８，１２，５，４

勝馬の
紹 介

バレンソール �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００４．９．１９ 阪神４着

２００２．３．９生 牝４鹿 母 ミストラルアゲン 母母 サ イ セ リ ヤ ９戦２勝 賞金 １９，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グリーディー号
（非抽選馬） ５頭 カレンママ号・フミノマイヒメ号・プリティベティ号・マイネマスカレード号・メイショウゴーオン号
※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。



０４０８０ ２月１８日 晴 良 （１８京都２）第７日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （芝・右）

４歳５００・５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，１８．１．２１以降４歳５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は
１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

１１ � オルドリーバ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 畑端牧場 ４４０－ ６２：０２．５ １５．２�

３５ テイエムハヤブサ 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越 敏樹 ４９４＋ ４ 〃 クビ ９．９�
２３ �� サクラキングダム 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 静内 谷岡牧場新

和分場 ５０４± ０２：０２．７１ ４．７�
（兵庫）

５１０� リキアイリンカーン 牡４鹿 ５６ 松永 幹夫高山 幸雄氏 清水 出美 様似 ホウセイ牧場 ４７２－ ４ 〃 アタマ ７．７�
４７ � リアルトブリッジ 牡４栗 ５６ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 日優牧場 ４６０－ ４２：０２．９１� ７３．９�
４８ � カルストンキングオ 牡５栃栗５７ O．ペリエ 清水 貞光氏 池上 昌弘 平取 広川牧場 ４６４－１０２：０３．０クビ ２１．８�

（仏）

６１１� バンダムカーン 牡５鹿 ５７
５６ ☆長谷川浩大山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ４６．６	

７１３� レディティアラ 牝５鹿 ５５ 小牧 太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新冠 的場牧場 ４５６＋ ８ 〃 ハナ ７．３

２４ ランドフラッグ 牡４鹿 ５６ 高橋 亮木村 昌三氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４９４＋ ４２：０３．２	 ９９．６�
５９ �� マイネルギャツビー 牡４鹿 ５６

５３ ▲高井 彰大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 安藤 正敏 浦河 松田 次郎 ４８８＋２４２：０３．３� ５２．６�

１２ �� チキリサンサン 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦雪本 秀樹氏 西橋 豊治 静内 矢野牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ４４．４
８１６� カネマサスピーディ 牡５栗 ５７ 川島 信二前田 政雄氏 安藤 正敏 浦河 出口 宜己 ５１６－ ４ 〃 ハナ １３．６�
７１４� タガノヒロイン 牝４鹿 ５４

５３ ☆川田 将雅八木 良司氏 浅見 秀一 三石 信田牧場 ４４８＋ ４２：０３．５１
 １０１．８�
３６ � セルリアンシャチ 牡５鹿 ５７

５４ ▲鮫島 良太�イクタ 浜田 光正 門別 長谷川 一男 ４９６－ ２２：０３．７１� ７．０�
８１５� パーフェクトブルー 牝６青鹿５５ 幸 英明ジョイ・レースホース� 崎山 博樹 三石 乾 皆雄 ４６２－ ８２：０４．０１	 ４．１�
６１２�� タガノウィザード 牡５黒鹿５７ 本田 優八木 良司氏 小原伊佐美 静内 畠山牧場 ４６６＋ ２２：０４．２１� ６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１９１，８００円 複勝： ２５，６９５，５００円 枠連： ３６，６８６，９００円

普通馬連： １２６，４２１，９００円 馬単： ９８，４９６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７０９，６００円

３連複： １６３，７９４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５００，９９７，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４９０円 � ３５０円 � ２８０円 枠 連（１－３） ２，３３０円

普通馬連 �� ７，４７０円 馬 単 �� １３，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２３０円 �� １，７５０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １４，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１９１８ 的中 � １０９８７（８番人気）
複勝票数 計 ２５６９５５ 的中 � １２９３８（８番人気）� １９１９７（７番人気）� ２６８７１（４番人気）
枠連票数 計 ３６６８６９ 的中 （１－３） １１６５０（１０番人気）
普通馬連票数 計１２６４２１９ 的中 �� １２５０２（２９番人気）
馬単票数 計 ９８４９６４ 的中 �� ５４４９（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７０９６ 的中 �� ３１３２（３０番人気）�� ４０１６（２２番人気）�� ６３３６（１４番人気）
３連複票数 計１６３７９４９ 的中 ��� ８１２３（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．９―４９．３―１：０１．８―１：１４．２―１：２６．１―１：３７．７―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�オルドリーバ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ビワハヤヒデ デビュー ２００４．９．１２ 中山９着

２００２．４．５生 牡４鹿 母 コンバットフラワー 母母 コンバットナナ １５戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
〔制裁〕 レディティアラ号の騎手小牧太は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 チキリサンサン号は，平成１８年３月１８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。
（非抽選馬） ５頭 ケイジーウォリア号・ツキノオウジャ号・ハイタイド号・ロングヘラクレス号・ローレルハッピー号
※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。



０４０８１ ２月１８日 晴 稍重 （１８京都２）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

お お つ

大 津 特 別
発走１４時３５分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．２１以降４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は
１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６１１ スカーレットベル 牝５鹿 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２１：５１．０ １．４�

４８ � グランプリスター 牡５鹿 ５７ 小牧 太齊藤 雅志氏 服部 利之 門別 目黒牧場 ４７６＋ ４１：５１．４２� ５．３�
２４ メイショウホウオウ 牡５栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４４－ ８１：５１．５クビ ２２．５�
５９ �	 コスモアブソルート 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠岡田美佐子氏 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９２＋ ２１：５１．８１
 １０．０�

（兵庫）

４７ ウインカーディナル 牡４黒鹿５６ O．ペリエ �ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２７．７�
（仏）

１２ � フミノトップヘイロ 牡８鹿 ５７ 本田 優谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 B４７２＋ ２１：５１．９� ３３８．０	
３６ ホーマンオブジェ 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三久保 久人氏 安田 隆行 浦河 大島牧場 ５１４＋ ２ 〃 アタマ ４７．５

２３ � マコトスペリオル 牡４鹿 ５６ 和田 竜二眞壁 明氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：５２．０クビ １５．３�
５１０�	 ストロングドン 牡６鹿 ５７ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５２０－ ８１：５２．３２ １２０．０�
６１２	 オッティミスタ 牡４栗 ５６ 太宰 啓介藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ５１４－ ６１：５２．５１� ５９８．６
７１３� サンエムテイオー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎松本ヒデ子氏 松田 正弘 浦河 磯野牧場 ４８６－ ２１：５２．６クビ ３６６．８�
３５ マッスルダンサー 牡４栗 ５６ 安藤 勝己 �天羽治牧場 古川 平 門別 里深 牧場 ４８６＋ ４１：５２．７� ５８．２�
８１５ タガノコマンダー 牡４黒鹿５６ 飯田 祐史八木 良司氏 飯田 明弘 浦河 三栄牧場 ４８０＋１０ 〃 クビ １１７．９�
７１４� セイカチューバ 牡４青鹿５６ 柴田 善臣久米 誠氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４９８－ ２１：５２．８クビ ３４．７�
１１ モニュメンタル 牡８栗 ５７ 熊沢 重文前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４８＋３０１：５４．２９ ３０５．４�
８１６ インターコウキ 牡７芦 ５７ 川田 将雅インターナシヨナル

ホース� 福島 勝 門別 インターナシヨナル牧場 ４８８－ ４１：５４．５２ １６７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８０２，２００円 複勝： ５２，１６７，７００円 枠連： ４６，５４２，９００円

普通馬連： ２１３，５３１，７００円 馬単： １８２，３６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，８１２，０００円

３連複： １７２，０７２，４００円 ３連単： ４８８，３８６，５００円 計： １，２５１，６７８，９００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（４－６） ２７０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ４，４７０円

票 数

単勝票数 計 ４５８０２２ 的中 � ２６４２２８（１番人気）
複勝票数 計 ５２１６７７ 的中 � ２３７１０９（１番人気）� ７４００４（２番人気）� ２１５４１（５番人気）
枠連票数 計 ４６５４２９ 的中 （４－６） １３１５８２（１番人気）
普通馬連票数 計２１３５３１７ 的中 �� ４１４８５１（１番人気）
馬単票数 計１８２３６３５ 的中 �� ２５６１９７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０８１２０ 的中 �� ７８４５７（１番人気）�� ２１０４６（４番人気）�� １２３８１（１１番人気）
３連複票数 計１７２０７２４ 的中 ��� ７５９４２（４番人気）
３連単票数 計４８８３８６５ 的中 ��� ８０６６３（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．６―１２．１―１２．５―１２．２―１２．１―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３６．２―４８．３―１：００．８―１：１３．０―１：２５．１―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
１
３
８（１１，１２）３（４，１４，１６）１（２，１５）５，１３－（６，９，７）１０
８，１１（３，４，１２，１４）－（１，１６）（２，１５）－（６，５，７）１０，１３，９

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

勝馬の
紹 介

スカーレットベル �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．６．２７ 阪神１着

２００１．４．６生 牝５鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ ９戦５勝 賞金 ６５，１２２，０００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。
（非当選馬） ３頭 スカイリュウマ号・ビッググラス号・ワンダースピード号
※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。



０４０８２ ２月１８日 晴 良 （１８京都２）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２１以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

５６ マイケルバローズ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ４９６－ ２１：２２．７ ５．０�
（兵庫）

４５ フィレンツェ 牡５黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 白老ファーム ４８０－ ６１：２２．９１ １．４�
８１３� ポイントセブン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４６－ ４１：２３．１１� １１２．６�
２２ エイシンデピュティ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９２＋ ８１：２３．４１	 ２６．２�
６８ シセイヒカリ 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 猪苗代 勇氏 大久保正陽 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８２－ ２１：２３．５クビ １６．５�
（仏）

３３ クンダリーニ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ５２８＋ ２ 〃 クビ ２７３．９�
８１２ ダブルタイトル 牝７鹿 ５５ 渡辺 薫彦田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４４０＋ ２ 〃 アタマ ５１．４	
６９ 
 ホウライウォニング 牡６鹿 ５７ 小牧 太橋元 幸平氏 南井 克巳 門別 福満牧場 ４８８± ０１：２３．６クビ ４６．８

７１０ キョウワロアリング 牡５栗 ５７ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ２５．８�
７１１
 アマノサクシード 牡５黒鹿５７ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ５２４＋３２１：２３．９２ ２３．６�
１１ ミルフィオリ 牝６鹿 ５５ 鮫島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ １２．２
４４ レ ヴ リ 牝４黒鹿５５ 本田 優井上 一郎氏 昆 貢 新冠 川上 悦夫 ４２４－ ４ 〃 クビ ５６．１�
５７ � ダービーゾーン 牝６鹿 ５５ 難波 剛健�ダービー社 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４８０－１４１：２４．１１� ５９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４１，５３０，４００円 複勝： ３８，５０６，１００円 枠連： ４５，９８１，３００円

普通馬連： ２１５，１１３，５００円 馬単： １８５，３８８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２５１，４００円

３連複： １８３，４２７，６００円 ３連単： ５１３，８８５，８００円 計： １，２７３，０８４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １，１３０円 枠 連（４－５） ２７０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ５，１６０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� ８，０７０円 ３ 連 単 ��� ３８，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４１５３０４ 的中 � ６５５５５（２番人気）
複勝票数 計 ３８５０６１ 的中 � ６５５５０（２番人気）� １５２０５０（１番人気）� ４４４６（１２番人気）
枠連票数 計 ４５９８１３ 的中 （４－５） １３０４２２（１番人気）
普通馬連票数 計２１５１１３５ 的中 �� ５０４１９２（１番人気）
馬単票数 計１８５３８８５ 的中 �� １４７６１５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２５１４ 的中 �� １０４８９１（１番人気）�� １８４９（４９番人気）�� ３８８３（２８番人気）
３連複票数 計１８３４２７６ 的中 ��� １６７８８（２５番人気）
３連単票数 計５１３８８５８ 的中 ��� ９９７４（１０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．８―４７．７―５９．１―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
３ ７（１１，１３）（５，１２）（２，８）（３，４）（１，６）１０，９ ４ ・（７，１１，１３）（５，１２）（２，３，８，４）（１，６，１０）９

勝馬の
紹 介

マイケルバローズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００４．１．１０ 京都１着

２００１．５．６生 牡５鹿 母 トウヨウロイヤル 母母 オーミディア １８戦４勝 賞金 ６９，０４４，０００円
〔制裁〕 キョウワロアリング号の騎手飯田祐史は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

シセイヒカリ号の騎手O．ペリエは，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。
※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。



０４０８３ ２月１８日 晴 良 （１８京都２）第７日 第１１競走
第９９回農林水産省賞典

��
��２，２００�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，収得賞金４歳
３，０００・５歳４，０００・６歳以上５，０００万円超過馬は超過額５，０００万円毎１�増，�：４歳
５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ７５６，０００円 ２１６，０００円 １０８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

１１ シックスセンス 牡４青 ５６ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４６２＋ ９２：１３．５ １．８�

６６ � サクラセンチュリー 牡６黒鹿５８ 佐藤 哲三�さくらコマース佐々木晶三 静内 谷岡牧場新
和分場 ５０８＋１０ 〃 ハナ ６．０�

８１０	 マーブルチーフ 牡６栗 ５７ 熊沢 重文下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ５０４－ ２２：１３．６
 ２６．６�
４４ � シルクフェイマス 牡７鹿 ５９ 柴田 善臣有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８２＋ ４２：１３．９１
 ９．６�
３３ � デルタブルース 牡５鹿 ５８ O．ペリエ �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ４ 〃 クビ ６．３�

（仏）

２２ トウショウナイト 牡５栗 ５７ 武士沢友治藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８６－ ４２：１４．０
 ９．６	

８９ ヴィータローザ 牡６栗 ５８ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９０＋１４２：１４．１クビ １７．４

７８ �	 タガノマイバッハ 牡７青鹿５７ 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２２：１５．３７ １５８．９�
５５ ビッグゴールド 牡８鹿 ５８ 和田 竜二�ビッグ 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７０＋ ２２：１５．４� ７５．５�
７７ ブルートルネード 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 池添 兼雄 白老 白老ファーム ５３４＋ ６２：１５．７１
 ２７．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０７，７７４，６００円 複勝： １１８，３３２，１００円 枠連： ８３，６６８，８００円

普通馬連： ６３７，８４３，８００円 馬単： ４５８，６３８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，１００，３００円

３連複： ４７６，２４１，８００円 ３連単： １，３４９，５２０，２００円 計： ３，３５８，１１９，６００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（１－６） ５１０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ５８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� ６，３７０円

票 数

単勝票数 計１０７７７４６ 的中 � ４９２２５４（１番人気）
複勝票数 計１１８３３２１ 的中 � ４２０９１６（１番人気）� １８５９７９（２番人気）� ５８２６１（６番人気）
枠連票数 計 ８３６６８８ 的中 （１－６） １２１５１８（１番人気）
普通馬連票数 計６３７８４３８ 的中 �� ９２７７４０（１番人気）
馬単票数 計４５８６３８０ 的中 �� ４８０６７８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６１００３ 的中 �� １７９４９３（１番人気）�� ４９２５５（７番人気）�� ２９１９４（１４番人気）
３連複票数 計４７６２４１８ 的中 ��� １５６２０９（９番人気）
３連単票数 計１３４９５２０２ 的中 ��� １５６４４８（１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１２．６―１２．８―１２．３―１２．１―１２．０―１１．９―１１．５―１１．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２３．８―３６．４―４９．２―１：０１．５―１：１３．６―１：２５．６―１：３７．５―１：４９．０―２：００．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シックスセンス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Danehill デビュー ２００４．７．１８ 函館２着

２００２．３．５生 牡４青 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia １３戦２勝 賞金 ２３８，６５９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ブルートルネード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ブルートルネード号は，発走調教再審査。
※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１８日 晴 稍重 （１８京都２）第７日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２１以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３４ � ヤマノサンデーズ 牡６鹿 ５７
５４ ▲上野 翔山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 松浦牧場 ４８６－ ２１：２３．８ ３．８�

５８ � ブルーフランカー 牡４鹿 ５７ 川島 信二 �荻伏レーシング・クラブ 安藤 正敏 静内 片岡牧場 ４２２＋ ６１：２３．９� ５９．６�
６９ � コレデイイノダ 牡６鹿 ５７ O．ペリエ 本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７０± ０ 〃 クビ ７．０�

（仏）

１１ � ウォーターヘンリー 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 浦河 宮内牧場 ５２４± ０１：２４．０� ５．２�
２２ タータンフィールズ 牡４鹿 ５７ 幸 英明後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４６８＋ ２ 〃 ハナ ３１．４�
７１１ ブレッチングスキー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己北村実地子氏 古川 平 三石 タガミファーム ４５８－ ４１：２４．１� ２．９�
８１３ ハリーコマンド �６黒鹿５７ 小牧 太高田 久成氏 鹿戸 幸治 三石 本桐牧場 ４８０± ０１：２４．２クビ ３１．５	
４６ �� ウインサウザー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４８２＋ ４ 〃 クビ １９．２


（兵庫）

４５ � ツルマルフェロー 牡４鹿 ５７
５６ ☆川田 将雅鶴田 任男氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４２８± ０１：２４．４１	 ６０．３�

３３ � マリットチャージ �６黒鹿５７ 佐藤 哲三 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４３６－１６１：２４．６１	 ３４．３
６１０ カシノコールミー 牝７鹿 ５５

５２ ▲鮫島 良太柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ４９２－ ２ 〃 アタマ ５７．５�
５７ タケイチマサル 牡６鹿 ５７

５６ ☆長谷川浩大竹中 健一氏 福島 信晴 三石 前川 達哉 ４８６± ０１：２４．７
 ２１．６�
８１４� テンザンダンディー 牡５栃栗５７ 和田 竜二平野 三郎氏 岩元 市三 早来 ノーザンファーム ５１０－ ４１：２４．８� ９８．９�
７１２� スズカフォイル 牝４鹿 ５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４３６－ ６１：２５．５４ １５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，２６３，２００円 複勝： ４８，１９４，９００円 枠連： ５２，７６１，９００円

普通馬連： ２５２，８７０，９００円 馬単： １７５，３７８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，２５８，６００円

３連複： ２２４，２４６，３００円 ３連単： ５２３，５３０，２００円 計： １，３７３，５０４，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １，０４０円 � ２５０円 枠 連（３－５） ２，１７０円

普通馬連 �� ９，３３０円 馬 単 �� １３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� ５８０円 �� ５，４４０円

３ 連 複 ��� ２１，０６０円 ３ 連 単 ��� １１６，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３７２６３２ 的中 � ７７４３５（２番人気）
複勝票数 計 ４８１９４９ 的中 � １０５３７３（２番人気）� ８９４３（１３番人気）� ５０２６６（４番人気）
枠連票数 計 ５２７６１９ 的中 （３－５） １８０１０（９番人気）
普通馬連票数 計２５２８７０９ 的中 �� ２０００５（３０番人気）
馬単票数 計１７５３７８４ 的中 �� ９８７３（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９２５８６ 的中 �� ５４３７（２８番人気）�� ２７５８６（５番人気）�� ２５５５（５２番人気）
３連複票数 計２２４２４６３ 的中 ��� ７８６０（６０番人気）
３連単票数 計５２３５３０２ 的中 ��� ３３１５（３２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．６―１１．８―１２．０―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．９―４６．７―５８．７―１：１０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．１
３ ８（４，１０）６－（９，１１）（３，５，１４）（２，１３，１２）（１，７） ４ ８（４，１０）６（３，９，１１）（２，５，１４）（１３，１２）（１，７）

勝馬の
紹 介

�ヤマノサンデーズ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 フ ア ル コ ン デビュー ２００２．１２．７ 阪神３着

２０００．３．２８生 牡６鹿 母 モガミオージー 母母 ナ ス フ ブ キ ３８戦５勝 賞金 ９１，１１２，０００円
〔制裁〕 タケイチマサル号の騎手長谷川浩大は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※マリットチャージ号は，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。



（１８京都２）第７日 ２月１８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２９１，３９０，０００円
６，９５０，０００円
１，７３０，０００円
１，１００，０００円
２，１４０，０００円
３１，３４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，６３８，５００円
４，６６８，０００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
４０７，０９４，６００円
４５０，７８０，５００円
４４０，０７７，２００円
２，０２５，０８０，４００円
１，６７２，５７２，２００円
４７７，５７２，７００円
１，９８１，２７０，１００円
２，８７５，３２２，７００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 １０，３２９，７７０，４００円

総入場人員 ２４，００１名 （有料入場人員 ２３，５４９名）




