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04037 2月4日 晴 稍重 （30京都2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

68 サンライズセナ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 490± 01：56．8 2．4�
811 タニオブスカイ 牡3栗 56 北村 友一谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 486＋ 61：57．11� 13．7�
79 メイショウガッテン 牡3鹿 56 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村中牧場 496± 01：57．52� 18．7�
22 ゴッドミラクル 牡3鹿 56 松山 弘平�サンライズ 北出 成人 新ひだか 有限会社石川牧場 440－ 21：58．03 3．1�
44 インナーパワー 牡3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 476＋ 21：58．74 10．0�
11 ウインクルゴール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人塚本 能交氏 高橋 亮 日高 奥山 博 466－ 41：59．55 29．4	
56 タガノロッソ 牡3鹿 56 中井 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 21：59．71� 136．8

33 ブ ラ ス ト 牡3芦 56

53 ▲富田 暁槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 532＋ 21：59．8クビ 60．2�

55 フィアットルクス 牡3栗 56 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 486－ 62：01．18 29．3

812 イッツパーフェクト 牡3鹿 56 岩田 康誠中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 506－ 22：01．63 5．6�
67 シーサイドロマンス 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－102：01．92 82．5�
710 リッカウェイ 牡3鹿 56 幸 英明立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 原口牧場 464＋ 4 （競走中止） 46．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，636，600円 複勝： 41，980，500円 枠連： 12，950，900円
馬連： 58，732，700円 馬単： 30，824，700円 ワイド： 40，960，700円
3連複： 84，076，000円 3連単： 112，237，200円 計： 408，399，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 320円 � 330円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 710円 �� 660円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 22，080円

票 数

単勝票数 計 266366 的中 � 86993（1番人気）
複勝票数 計 419805 的中 � 144460（1番人気）� 25020（5番人気）� 23621（6番人気）
枠連票数 計 129509 的中 （6－8） 17315（2番人気）
馬連票数 計 587327 的中 �� 25897（7番人気）
馬単票数 計 308247 的中 �� 8764（11番人気）
ワイド票数 計 409607 的中 �� 15167（7番人気）�� 16420（6番人気）�� 3026（34番人気）
3連複票数 計 840760 的中 ��� 9282（23番人気）
3連単票数 計1122372 的中 ��� 3684（68番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．7―14．3―13．3―13．6―13．2―12．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．5―51．8―1：05．1―1：18．7―1：31．9―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズセナ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．1．14 京都4着

2015．3．16生 牡3栗 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔競走中止〕 リッカウェイ号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーサイドロマンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月4日まで平地

競走に出走できない。

04038 2月4日 晴 稍重 （30京都2）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時25分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

12 � コパノキッキング �3黒鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald 462 ―1：12．9 34．5�

11 メイショウキタグニ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464± 01：14．38 5．9�
714� ツブラナヒトミ 牡3栗 56 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 484± 01：14．51	 1．8�
23 クリノヴィグラス 牡3栗 56 荻野 琢真栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 468＋ 21：15．35 12．7�
612 デスティニーレイ 牡3青鹿56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 462－ 8 〃 ハナ 13．4�
713 キングリーフィスト 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極山口 敦広氏 清水 久詞 日高 道見牧場 492－ 61：15．4
 11．2	
816 ダンツコンフォート 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 480± 01：15．61
 23．9

611 ラ イ ナ ス 牡3栗 56 古川 吉洋橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 484± 01：15．81 14．6�
47 スターペスユズ 牝3鹿 54 酒井 学河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 444－ 4 〃 ハナ 155．6�
48 � ホワイトサクセス 牝3芦 54 北村 友一栗山 良子氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 458＋ 41：16．43
 13．7
59 クールウイン 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 476± 0 〃 クビ 214．5�
36 ベルウッドホーク 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 チェスナット
ファーム 468＋ 61：16．61
 19．7�

24 ヘ ー ザ 牝3栗 54 高倉 稜岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 434－ 61：17．02
 63．8�
815 メイショウジョワ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 梅田 智之 様似 中脇 一幸 424± 01：17．31� 255．7�
35 フ レ ネ シ ー 牡3鹿 56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 412－ 41：17．4
 62．3�
510 アイファーヒナタ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 清水 リトルブルーファーム 404－ 41：17．82
 643．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，256，900円 複勝： 61，325，700円 枠連： 17，376，800円
馬連： 70，377，500円 馬単： 36，178，000円 ワイド： 53，632，400円
3連複： 107，617，900円 3連単： 130，816，300円 計： 513，581，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，450円 複 勝 � 730円 � 170円 � 110円 枠 連（1－1） 8，500円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 26，970円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 1，320円 �� 270円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 85，440円

票 数

単勝票数 計 362569 的中 � 8405（10番人気）
複勝票数 計 613257 的中 � 11766（10番人気）� 84118（2番人気）� 229226（1番人気）
枠連票数 計 173768 的中 （1－1） 1583（20番人気）
馬連票数 計 703775 的中 �� 5208（29番人気）
馬単票数 計 361780 的中 �� 1006（70番人気）
ワイド票数 計 536324 的中 �� 4976（31番人気）�� 9549（15番人気）�� 59997（1番人気）
3連複票数 計1076179 的中 ��� 13547（20番人気）
3連単票数 計1308163 的中 ��� 1110（249番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．4―49．1―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コパノキッキング �
�
父 Spring At Last �

�
母父 Gold Halo 初出走

2015．3．7生 �3黒鹿 母 Celadon 母母 Chalna 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ホワイトサクセス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘーザ号・メイショウジョワ号・フレネシー号・アイファーヒナタ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成30年3月4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。
（非抽選馬） 1頭 モンパルナス号

第２回 京都競馬 第４日



04039 2月4日 晴 稍重 （30京都2）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

610 カリブメーカー 牝3鹿 54
53 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 494 ―1：55．9 20．6�

57 サンライズフルメン 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 512 ―1：56．64 6．2�
58 タガノヤマト 牡3栗 56 幸 英明八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514 ―1：56．91� 18．8�
813 ヒロノライデン 牡3青鹿56 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新冠 須崎牧場 500 ― 〃 ハナ 11．9�
711 ラッシュオブジョイ 牝3青鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：59．1大差 6．4�
45 チュウワファースト 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 ハナ 3．0�
11 コンフェイト 牝3青鹿54 中谷 雄太 	社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 440 ―1：59．63 43．5

712 アンシャンテシチー 牡3栗 56 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 490 ― 〃 アタマ 8．4�
33 ムーンアンドスター 牡3芦 56 北村 友一古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 516 ― 〃 アタマ 9．1
814 モナーキズム 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 H.H．シェイク・モハメド 須貝 尚介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488 ―1：59．7クビ 11．9�

34 タマモシンプロン 牡3栗 56 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 530 ―2：00．65 30．2�
69 オーミプレスト 牡3黒鹿56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 青森 諏訪牧場 464 ―2：00．92 223．8�
46 ソールライト 牡3芦 56 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 沖田 博志 518 ―2：02．6大差 25．0�
22 ラブミーダンス 牝3黒鹿54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 490 ―2：03．02� 99．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，343，700円 複勝： 37，337，900円 枠連： 17，477，600円
馬連： 54，013，800円 馬単： 25，372，800円 ワイド： 38，176，100円
3連複： 74，625，400円 3連単： 81，271，500円 計： 356，618，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 550円 � 250円 � 550円 枠 連（5－6） 3，390円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 11，670円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 3，230円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 24，510円 3 連 単 ��� 185，280円

票 数

単勝票数 計 283437 的中 � 11001（9番人気）
複勝票数 計 373379 的中 � 16643（8番人気）� 44054（2番人気）� 16563（9番人気）
枠連票数 計 174776 的中 （5－6） 3994（13番人気）
馬連票数 計 540138 的中 �� 8324（23番人気）
馬単票数 計 253728 的中 �� 1630（53番人気）
ワイド票数 計 381761 的中 �� 6417（19番人気）�� 2981（44番人気）�� 7713（15番人気）
3連複票数 計 746254 的中 ��� 2283（98番人気）
3連単票数 計 812715 的中 ��� 318（678番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．5―13．3―13．8―13．4―13．4―13．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．3―49．6―1：03．4―1：16．8―1：30．2―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カリブメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．3．1生 牝3鹿 母 カリブストーリー 母母 カリブレディ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソールライト号・ラブミーダンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月4日

まで平地競走に出走できない。

04040 2月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30京都2）第4日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

57 タガノアーバニティ 牡5栗 60 林 満明八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 512＋ 63：20．5 1．8�

69 ダンツプリウス 牡5鹿 60 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 530＋303：20．71� 15．1�
812� シゲルクロカジキ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 528＋ 8 〃 アタマ 11．4�
44 ラヴアンドポップ 牡5鹿 60 高田 潤 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 43：21．02 4．3�
711 メイショウゴウキ �4黒鹿59 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 	橋本牧場 494＋ 43：21．53 6．6�
11 ニホンピロボーラー 牡5鹿 60 佐久間寛志小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 506－ 23：21．71� 21．5�
33 � ホシルミエール �5鹿 60 白浜 雄造永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 474＋ 63：21．91� 20．7	
56 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 494＋ 23：23．6大差 144．4

22 アルファヴィル 牡5芦 60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 150．4�
68 マ カ ハ 牡9鹿 60 西谷 誠広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム 478＋ 83：26．1大差 55．4
45 ジャストフォーユー �6鹿 60 上野 翔 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 466－ 63：28．9大差 50．4�
710 ナムラシンウチ 牡4鹿 59 北沢 伸也奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 526＋263：29．85 36．2�
813 ダンガンコゾウ 牡6栗 60 草野 太郎海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 520－ 4 （競走中止） 239．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，586，600円 複勝： 36，151，500円 枠連： 12，483，000円
馬連： 45，916，300円 馬単： 29，091，700円 ワイド： 33，865，000円
3連複： 70，808，200円 3連単： 116，207，600円 計： 368，109，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 320円 � 220円 枠 連（5－6） 1，330円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 810円 �� 410円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 15，730円

票 数

単勝票数 計 235866 的中 � 101626（1番人気）
複勝票数 計 361515 的中 � 172554（1番人気）� 15658（6番人気）� 26821（4番人気）
枠連票数 計 124830 的中 （5－6） 7267（4番人気）
馬連票数 計 459163 的中 �� 19535（7番人気）
馬単票数 計 290917 的中 �� 8676（8番人気）
ワイド票数 計 338650 的中 �� 10550（9番人気）�� 23157（3番人気）�� 3211（24番人気）
3連複票数 計 708082 的中 ��� 11590（15番人気）
3連単票数 計1162076 的中 ��� 5356（44番人気）
上り 1マイル 1：49．5 4F 52．3－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノアーバニティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2015．10．25 京都7着

2013．3．29生 牡5栗 母 ウインディアナ 母母 ニ ヤ ー 障害：4戦1勝 賞金 16，000，000円
〔競走中止〕 ダンガンコゾウ号は，競走中に異常歩様となったため2周目2コーナーで競走中止。
〔制裁〕 シゲルクロカジキ号の調教師服部利之は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

ニホンピロボーラー号の騎手佐久間寛志は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
シゲルクロカジキ号の騎手植野貴也は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

〔調教再審査〕 ダンガンコゾウ号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※ダンガンコゾウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04041 2月4日 晴 良 （30京都2）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

67 ウスベニノキミ 牝3鹿 54 M．デムーロ岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 440＋ 22：03．2 3．3�
56 アロハリリー 牝3青鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438－ 42：03．3� 1．7�
55 メイショウロセツ 牡3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 490＋ 42：03．94 24．9�
33 キングフォルテ 牡3鹿 56 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 506± 02：04．0クビ 14．2�
710 アドベントサンデー 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 25．8�
11 ラストクルセイド 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 470＋ 22：04．1� 72．7	
79 ディヴァインサーガ 牡3青鹿56 松山 弘平杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 452－ 22：04．2� 115．6

811 シゲルシイタケ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 462± 02：04．3� 41．8�
44 ダノンパーフェクト 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 494－122：04．51	 5．5
22 クリノセザンヌ 牡3鹿 56 幸 英明栗本 博晴氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 440－ 82：04．6� 289．8�
68 キタサンヴィクター 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 498－ 2 〃 クビ 79．4�
812 ジューンシェイカー 牡3鹿 56 高田 潤吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 460－ 42：05．87 485．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，462，300円 複勝： 110，129，300円 枠連： 13，774，800円
馬連： 71，154，600円 馬単： 43，830，200円 ワイド： 52，591，700円
3連複： 100，930，500円 3連単： 184，897，300円 計： 619，770，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 240円 枠 連（5－6） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 150円 �� 620円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 424623 的中 � 102212（2番人気）
複勝票数 計1101293 的中 � 117639（2番人気）� 741692（1番人気）� 32840（6番人気）
枠連票数 計 137748 的中 （5－6） 38823（1番人気）
馬連票数 計 711546 的中 �� 190460（1番人気）
馬単票数 計 438302 的中 �� 49550（2番人気）
ワイド票数 計 525917 的中 �� 120623（1番人気）�� 17309（9番人気）�� 20181（7番人気）
3連複票数 計1009305 的中 ��� 70779（4番人気）
3連単票数 計1848973 的中 ��� 34738（9番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．7―13．4―13．0―12．8―12．4―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―36．1―49．5―1：02．5―1：15．3―1：27．7―1：39．6―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウスベニノキミ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．9．18 阪神2着

2015．4．8生 牝3鹿 母 ソリッドプラチナム 母母 リザーブシート 6戦1勝 賞金 11，300，000円

04042 2月4日 晴 良 （30京都2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

812 ロマンチスト 牡5栗 57 菱田 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 534－101：12．6 12．1�
22 スーパーライナー 牡5鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B498± 01：13．02� 3．3�
79 ハートフルタイム 牡4黒鹿57 北村 友一青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 506± 01：13．63� 6．9�
33 アユツリオヤジ 牡4栗 57 国分 恭介 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 488＋ 21：13．7� 3．0�
44 フィールブリーズ 牡5鹿 57 岩崎 翼水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 540＋101：13．91	 33．0�
55 ダノンメモリー 
5鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 530－ 4 〃 クビ 4．7	
11 メイショウフレイヤ 牝5栗 55 小牧 太松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 460－ 61：14．96 64．1

710 コンテンポラリー 牡4鹿 57 岩田 康誠廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 458＋ 21：15．0クビ 8．4�
68 � アイファーチェンジ 牝4青鹿 55

54 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 414－ 2 〃 クビ 469．1�
67 カネトシユキミ 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 392＋ 41：15．42� 77．6
811 パルフェット 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 524± 01：16．67 155．6�
56 � テ レ チ ャ ウ 牝5栗 55 酒井 学�イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 470－ 61：16．91� 166．9�
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売 得 金
単勝： 33，719，600円 複勝： 41，842，000円 枠連： 15，040，100円
馬連： 71，160，700円 馬単： 36，095，500円 ワイド： 45，288，500円
3連複： 92，970，400円 3連単： 145，741，700円 計： 481，858，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 300円 � 140円 � 200円 枠 連（2－8） 2，560円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，400円 �� 440円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 39，880円

票 数

単勝票数 計 337196 的中 � 22141（6番人気）
複勝票数 計 418420 的中 � 28265（6番人気）� 101152（2番人気）� 50554（4番人気）
枠連票数 計 150401 的中 （2－8） 4541（9番人気）
馬連票数 計 711607 的中 �� 22618（11番人気）
馬単票数 計 360955 的中 �� 5067（23番人気）
ワイド票数 計 452885 的中 �� 15535（10番人気）�� 7791（17番人気）�� 27985（4番人気）
3連複票数 計 929704 的中 ��� 12692（20番人気）
3連単票数 計1457417 的中 ��� 2649（127番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．6―36．7―48．8―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 12，3（2，4，10）6（7，5）－8－9－（1，11） 4 12，3（2，4，10，5）7（8，6，9）－1＝11

勝馬の
紹 介

ロマンチスト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．10．31 京都10着

2013．4．3生 牡5栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン 12戦3勝 賞金 22，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テレチャウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月4日まで平地競走に

出走できない。



04043 2月4日 晴 良 （30京都2）第4日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 テーオーフォルテ 牡4鹿 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 62：29．1 2．6�
22 ドルフィンマーク �5黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B512＋182：29．63 8．5�
810 ハイドロフォイル 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B498± 0 〃 クビ 4．5�
33 カ ラ ル 牡4黒鹿56 幸 英明 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：29．91	 5．2�
44 タガノヤグラ 牡4栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464± 0 〃 クビ 17．7�
55 ブロウユアマインド �6鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 450＋102：30．32
 39．9	
66 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 460± 02：30．51� 8．8

77 � レオクイック 牡6鹿 57 荻野 琢真坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 458－ 62：31．24 151．6�
78 ベ ル メ ー ル 牝6鹿 55

52 ▲富田 暁畑佐 博氏 寺島 良 新冠 細川農場 510－ 62：31．3
 126．0�
89 ミッキーロイヤル 牡4鹿 56 中谷 雄太野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492± 02：31．51� 6．9
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売 得 金
単勝： 35，014，800円 複勝： 44，571，400円 枠連： 17，075，300円
馬連： 76，871，400円 馬単： 38，321，900円 ワイド： 44，318，900円
3連複： 99，918，500円 3連単： 160，420，700円 計： 516，512，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 200円 � 150円 枠 連（1－2） 1，000円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 370円 �� 320円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 350148 的中 � 103938（1番人気）
複勝票数 計 445714 的中 � 92325（1番人気）� 47783（5番人気）� 81407（2番人気）
枠連票数 計 170753 的中 （1－2） 13223（4番人気）
馬連票数 計 768714 的中 �� 64577（3番人気）
馬単票数 計 383219 的中 �� 20237（2番人気）
ワイド票数 計 443189 的中 �� 30684（3番人気）�� 37267（1番人気）�� 18730（10番人気）
3連複票数 計 999185 的中 ��� 57225（3番人気）
3連単票数 計1604207 的中 ��� 21841（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―13．1―13．4―13．5―13．7―13．0―12．0―11．8―12．2―11．8

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―23．4―34．6―47．7―1：01．1―1：14．6―1：28．3―1：41．3―1：53．3―2：05．1―2：17．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーフォルテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．2．12 京都1着

2014．3．15生 牡4鹿 母 グッデーコパ 母母 ウェディングオーク 9戦2勝 賞金 20，150，000円

04044 2月4日 晴 良 （30京都2）第4日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

59 � ディープオーパス 牡5芦 57 松若 風馬深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz B498－ 21：52．6 9．5�

611 キ ク ノ ル ア 牡4栗 56 北村 友一菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 516＋121：52．81	 11．2�
23 エルデュクラージュ 
4芦 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 492－ 21：53．11� 22．5�
713 ルドルフィーナ 牡5青鹿57 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 B492＋ 21：53．2� 7．5�
22 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 506＋ 8 〃 クビ 41．8	
46 スペリオルシチー 牡4鹿 56 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 464± 01：53．41	 6．0

11 クリノライメイ 牡4青鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 512－ 2 〃 ハナ 31．4�
34 ダ ン カ ン 牡6鹿 57 川須 栄彦杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466± 01：53．5� 123．7�
35 エンクエントロス 牡6鹿 57 松山 弘平山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B496－121：53．71	 113．4
58  タ イ マ ツ リ 牡7黒鹿 57

55 △森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 21：53．91� 29．8�
610 テイエムテツジン 牡6栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 470± 01：54．11	 92．2�
712 アガスティア 牡7黒鹿 57

54 ▲富田 暁 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 526± 01：54．41� 16．4�
815 スズカフューラー 牡4栗 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 428± 01：54．71� 16．9�
47 ダノンロッソ 牡4青鹿56 M．デムーロ�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：55．01� 2．1�
814 ビオラフォーエバー 
7栗 57 小牧 太熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 41：58．9大差 247．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，371，600円 複勝： 72，372，900円 枠連： 30，149，300円
馬連： 115，653，200円 馬単： 56，393，200円 ワイド： 75，835，700円
3連複： 158，747，100円 3連単： 214，583，000円 計： 776，106，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 340円 � 500円 � 700円 枠 連（5－6） 4，030円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 2，820円 �� 4，940円

3 連 複 ��� 38，970円 3 連 単 ��� 204，430円

票 数

単勝票数 計 523716 的中 � 43729（4番人気）
複勝票数 計 723729 的中 � 59972（4番人気）� 37747（7番人気）� 25683（9番人気）
枠連票数 計 301493 的中 （5－6） 5790（13番人気）
馬連票数 計1156532 的中 �� 17397（19番人気）
馬単票数 計 563932 的中 �� 4357（29番人気）
ワイド票数 計 758357 的中 �� 10292（19番人気）�� 6932（30番人気）�� 3910（50番人気）
3連複票数 計1587471 的中 ��� 3055（105番人気）
3連単票数 計2145830 的中 ��� 761（551番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―36．4―49．4―1：02．4―1：15．0―1：27．3―1：39．7

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

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

勝馬の
紹 介

�ディープオーパス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2015．11．28 京都3着

2013．2．11生 牡5芦 母 Lemonlime 母母 Prime Investor 21戦4勝 賞金 59，604，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビオラフォーエバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月4日まで平地

競走に出走できない。



04045 2月4日 晴 良 （30京都2）第4日 第9競走 ��
��1，200�

やましろ

山城ステークス
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．2．4以降30．1．28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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

67 ウインソワレ 牝6鹿 53 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 482± 01：09．4 8．1�
810 ダイメイフジ 牡4鹿 55 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 514＋ 41：09．5� 4．8�
33 � ロードセレリティ 牡5鹿 57 M．デムーロ �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 482－10 〃 クビ 2．0�
44 ニシオボヌール 	6黒鹿55 四位 洋文西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 490－ 41：09．71
 4．8�
78 ナガラフラワー 牝6鹿 54 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 462－ 6 〃 ハナ 17．1�
11 レジーナフォルテ 牝4黒鹿53 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 492＋ 21：09．8� 11．3	
66 � クリノハッチャン 牝7鹿 50 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464＋ 2 〃 ハナ 61．0

79 メイショウスイヅキ 牝5鹿 52 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 462－ 81：09．9� 32．2�
22 クリノコマチ 牝7栗 50 加藤 祥太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 4 〃 クビ 321．8�
55 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 52 中谷 雄太上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 494＋ 41：10．11
 53．6
811 オースミチャド 牡7鹿 53 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 478－ 61：10．74 172．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 65，941，000円 複勝： 81，691，900円 枠連： 23，014，900円
馬連： 131，350，100円 馬単： 72，391，500円 ワイド： 76，511，700円
3連複： 170，252，200円 3連単： 311，246，700円 計： 932，400，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 180円 � 140円 � 110円 枠 連（6－8） 1，860円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 570円 �� 340円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 10，240円

票 数

単勝票数 計 659410 的中 � 64466（4番人気）
複勝票数 計 816919 的中 � 84561（4番人気）� 129196（2番人気）� 276575（1番人気）
枠連票数 計 230149 的中 （6－8） 9572（8番人気）
馬連票数 計1313501 的中 �� 54223（8番人気）
馬単票数 計 723915 的中 �� 13208（16番人気）
ワイド票数 計 765117 的中 �� 30865（8番人気）�� 56362（3番人気）�� 87122（1番人気）
3連複票数 計1702522 的中 ��� 119934（2番人気）
3連単票数 計3112467 的中 ��� 22017（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．4―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．1―46．4―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．3
3 ・（7，4）（1，10）（3，5，11）2（6，8）－9 4 7，4（1，10）（3，5）（2，11）（6，8）9

勝馬の
紹 介

ウインソワレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．26 中京2着

2012．3．24生 牝6鹿 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 34戦5勝 賞金 78，284，000円
〔制裁〕 ウインソワレ号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）

トシザキミ号の騎手中谷雄太は，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：6番・11番）

04046 2月4日 晴 良 （30京都2）第4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，1，600万円以下；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

66 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿57 岩田 康誠吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 516＋ 41：25．5 3．1�
55 アディラート 牡4黒鹿57 松山 弘平安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B496＋ 2 〃 ハナ 3．0�
78 カネトシビバーチェ 牝7鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 468＋201：25．81� 6．5�
22 メリートーン 牝5鹿 55 北村 友一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 456－ 2 〃 ハナ 18．2�
11 ペプチドウォヘッド 牡6鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 462＋ 41：25．9� 35．4�
89 スマートレイチェル 牝4黒鹿55 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 484－ 21：26．11	 5．5�
810 メイショウアイアン 牡8鹿 57 小崎 綾也松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 502± 01：26．31	 66．9	
33 
 チェリーサマー 牡6鹿 57 松若 風馬櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 526＋ 2 〃 クビ 73．4

77 
 ラ バ ニ ー ユ 牝6芦 55 幸 英明前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 440± 01：26．72� 17．1�
44 ツーエムマイスター 牡6黒鹿57 藤岡 佑介水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 462± 01：28．29 9．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，463，600円 複勝： 76，980，700円 枠連： 27，178，300円
馬連： 155，857，200円 馬単： 71，805，900円 ワイド： 80，690，700円
3連複： 198，997，400円 3連単： 337，459，000円 計： 1，004，432，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 380円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 554636 的中 � 140033（2番人気）
複勝票数 計 769807 的中 � 192111（1番人気）� 147940（2番人気）� 115562（3番人気）
枠連票数 計 271783 的中 （5－6） 41756（1番人気）
馬連票数 計1558572 的中 �� 232295（1番人気）
馬単票数 計 718059 的中 �� 47868（2番人気）
ワイド票数 計 806907 的中 �� 85840（2番人気）�� 86581（1番人気）�� 48891（4番人気）
3連複票数 計1989974 的中 ��� 178455（1番人気）
3連単票数 計3374590 的中 ��� 68870（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ポ ッ ク 
�
父 ヴァーミリアン 

�
母父 Deputy Minister デビュー 2015．6．20 阪神1着

2013．2．9生 牡5黒鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 29戦5勝 賞金 120，958，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 カネトシビバーチェ号の騎手秋山真一郎は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。

２レース目



04047 2月4日 晴 良 （30京都2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第58回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （NHK賞） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

NHK賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 サトノフェイバー 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 524－ 21：48．8 6．9�
78 グローリーヴェイズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 尾関 知人 洞	湖 レイクヴィラファーム 444＋ 8 〃 ハナ 3．4�
44 ラ セ ッ ト 牡3鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 468－ 61：49．22
 12．8�
55 レッドレオン 牡3青鹿56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440－ 21：49．3� 36．4�
810 カ ツ ジ 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 490＋141：49．61� 5．0	
11 スラッシュメタル 牡3鹿 56 中谷 雄太吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 440± 01：49．91� 81．6

22 スーサンドン 牡3鹿 56 川島 信二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 490＋ 61：50．0� 235．3�
77 オーデットエール 牡3鹿 56 北村 友一中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム B490＋16 〃 クビ 30．1�
89 ダノンマジェスティ 牡3鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 61：50．21� 2．2
66 ニホンピロタイド 牡3青鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 484± 01：52．0大差 46．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 233，542，500円 複勝： 215，223，300円 枠連： 83，153，400円
馬連： 605，847，300円 馬単： 283，709，100円 ワイド： 240，809，700円
3連複： 766，795，900円 3連単： 1，727，918，700円 計： 4，156，999，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 140円 � 250円 枠 連（3－7） 1，250円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 460円 �� 920円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 計2335425 的中 � 269794（4番人気）
複勝票数 計2152233 的中 � 285118（4番人気）� 471653（2番人気）� 180768（5番人気）
枠連票数 計 831534 的中 （3－7） 51312（5番人気）
馬連票数 計6058473 的中 �� 344952（6番人気）
馬単票数 計2837091 的中 �� 68231（13番人気）
ワイド票数 計2408097 的中 �� 138316（5番人気）�� 64243（10番人気）�� 108058（8番人気）
3連複票数 計7667959 的中 ��� 153024（12番人気）
3連単票数 計17279187 的中 ��� 54357（75番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．1―12．5―12．0―12．1―12．2―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．8―49．3―1：01．3―1：13．4―1：25．6―1：37．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフェイバー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2018．1．6 京都1着

2015．4．8生 牡3黒鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 2戦2勝 賞金 44，385，000円
〔制裁〕 ダノンマジェスティ号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
〔その他〕 ダノンマジェスティ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

04048 2月4日 晴 良 （30京都2）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

710 コロラトゥーレ 牝4鹿 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 460± 01：10．5 4．5�
68 クリーンファンキー 牝5栗 55 北村 友一石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 490－ 41：10．6� 6．4�
812 デザートストーム 牡4黒鹿57 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：10．7クビ 2．6�
44 	 キングクリチャン 牡9栗 57

55 △森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B502＋ 4 〃 クビ 317．9�
67 ラッフォルツァート 牝6鹿 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 21：10．8クビ 11．8�
11 ナムラアッパー 牡7鹿 57 中谷 雄太奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426－ 21：10．9
 21．1	
56 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 藤岡 佑介田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 474－ 2 〃 クビ 42．4

22 ヴァッフシュテルケ 牡7青鹿57 松若 風馬�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488＋ 61：11．0� 45．7�
811 ウィズアットレース 牝6黒鹿 55

52 ▲富田 暁岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 422－ 41：11．21
 52．4
55 ショーウェイ 牝4鹿 55 菱田 裕二吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 480－ 41：11．3
 19．4�
33 メイショウソウビ �4鹿 57 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460－ 6 〃 クビ 24．9�
79 ディープウォーリア 牡4黒鹿57 M．デムーロ中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 450－ 41：12．47 4．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 82，337，100円 複勝： 93，545，900円 枠連： 48，441，400円
馬連： 194，497，700円 馬単： 88，554，300円 ワイド： 107，896，100円
3連複： 258，252，200円 3連単： 422，926，600円 計： 1，296，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 170円 � 120円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 410円 �� 270円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 8，140円

票 数

単勝票数 計 823371 的中 � 143743（2番人気）
複勝票数 計 935459 的中 � 162876（2番人気）� 113616（4番人気）� 241510（1番人気）
枠連票数 計 484414 的中 （6－7） 67594（2番人気）
馬連票数 計1944977 的中 �� 135610（4番人気）
馬単票数 計 885543 的中 �� 29754（6番人気）
ワイド票数 計1078961 的中 �� 64853（4番人気）�� 110730（1番人気）�� 65724（3番人気）
3連複票数 計2582522 的中 ��� 153891（2番人気）
3連単票数 計4229266 的中 ��� 37652（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．7―11．7―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―36．0―47．7―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．5
3 11－10（8，12）（1，7）（4，9）5（2，6）3 4 11－10（1，8，12）（4，7，9）（5，6）2，3

勝馬の
紹 介

コロラトゥーレ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．8．27 札幌4着

2014．2．27生 牝4鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 13戦3勝 賞金 41，202，000円

４レース目



（30京都2）第4日 2月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 147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

264，570，000円
17，410，000円
1，200，000円
31，150，000円
58，635，500円
4，748，600円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
715，676，300円
913，153，000円
318，115，800円
1，651，432，500円
812，568，800円
890，577，200円
2，183，991，700円
3，945，726，300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 11，431，241，600円

総入場人員 18，564名 （有料入場人員 17，574名）
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