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04085 2月18日 晴 稍重 （30京都2）第8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）

牝，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

510 コカボムクイーン 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 448＋ 21：55．2 2．5�

713 クーファエラン 牝3鹿 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 440－ 41：55．94 4．1�
24 サ ニ ー レ イ 牝3鹿 54 D．バルジュー 橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B450－ 41：56．0� 19．0�

（伊）

59 リリープリンセス 牝3黒鹿54 池添 謙一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B470± 01：56．21� 8．0�
35 ラッシュオブジョイ 牝3青鹿54 藤岡 康太 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 474－ 61：57．15 7．7�
48 ミトノクイーン 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B470± 01：57．31 23．9�
36 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 B470± 01：57．83 11．7	
11 ナガラリバー 牝3栗 54

51 ▲富田 暁長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 412－ 61：57．9� 27．4


23 エウプロシュネ 牝3鹿 54 国分 優作�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 436－ 21：58．11 54．5�
816 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 460－ 61：58．52� 61．3
611 ジュンサロマ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 452－ 21：59．45 16．7�
612 スエヒロドラ 牝3鹿 54 国分 恭介�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 442－ 21：59．5クビ 145．5�
714 クリノマンチェスー 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 412＋ 62：01．110 131．4�
47 キ ン メ 牝3栗 54 丸山 元気小山田 満氏 小野 次郎 日高 メイプルファーム 468－ 42：01．3� 111．2�
12 クリノヘプバーン 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 北俣 牧夫 486 ―2：01．61� 52．9�
815 ミ フ ラ ー ブ 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 476－142：01．92 168．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，557，700円 複勝： 20，885，700円 枠連： 12，146，000円
馬連： 38，605，900円 馬単： 17，960，900円 ワイド： 26，331，700円
3連複： 59，568，900円 3連単： 66，704，500円 計： 256，761，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 150円 � 410円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 280円 �� 950円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 10，350円

票 数

単勝票数 計 145577 的中 � 46377（1番人気）
複勝票数 計 208857 的中 � 48945（1番人気）� 40966（2番人気）� 8803（8番人気）
枠連票数 計 121460 的中 （5－7） 23939（1番人気）
馬連票数 計 386059 的中 �� 52162（1番人気）
馬単票数 計 179609 的中 �� 14658（1番人気）
ワイド票数 計 263317 的中 �� 27338（1番人気）�� 6635（10番人気）�� 4921（16番人気）
3連複票数 計 595689 的中 ��� 12228（9番人気）
3連単票数 計 667045 的中 ��� 4670（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．3―50．3―1：03．4―1：16．4―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コカボムクイーン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．1．6 京都2着

2015．6．10生 牝3黒鹿 母 ピシーズクイーン 母母 タカミツクイーン 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノマンチェスー号・キンメ号・クリノヘプバーン号・ミフラーブ号は，「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を表示している。

04086 2月18日 晴 稍重 （30京都2）第8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

35 スマートアルタイル 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 450± 01：13．3 2．9�
47 ミルトシャトル 牡3栗 56 松山 弘平永山 勝敏氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 456± 01：14．04 1．7�
48 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 454－101：14．31� 12．0�
36 メイショウバルコラ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 504－ 21：14．4� 18．9�
815 セトノシャトル 牡3栗 56 酒井 学難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 516＋ 41：14．5� 11．2�
59 トップホライゾン 牡3鹿 56 松田 大作�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 498－101：15．13� 195．0	
816 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 488＋ 2 〃 アタマ 17．6

510 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 470＋ 21：15．2� 197．1�

713 スリーゴーディー 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人永井商事� 目野 哲也 浦河 村中牧場 464－ 21：15．51� 668．1

611 ケイジーワンダー 牡3黒鹿56 国分 恭介鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B526＋10 〃 ハナ 526．1�
11 ボーンスキルフル 牝3青鹿54 D．バルジュー 吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452－ 81：15．6� 33．6�

（伊）

714 ファンダンゴ 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 430－ 41：15．7クビ 423．7�
12 コスモエクセレント 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 516－101：16．87 87．7�
612 ビップロベルト 牡3栗 56

53 ▲富田 暁鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 モリナガファーム 508 ― 〃 アタマ 124．3�
24 タニマサベーカ 牡3鹿 56 中井 裕二谷 研司氏 栗田 博憲 新冠 堤 牧場 452＋ 21：17．01� 681．6�
23 クリノモンロー 牝3鹿 54 秋山真一郎栗本 博晴氏 星野 忍 青森 滝沢牧場 432＋ 21：19．0大差 482．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，398，300円 複勝： 73，152，700円 枠連： 15，010，900円
馬連： 52，197，700円 馬単： 30，238，200円 ワイド： 33，315，100円
3連複： 76，069，500円 3連単： 124，900，900円 計： 434，283，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（3－4） 180円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 130円 �� 350円 �� 260円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，660円

票 数

単勝票数 計 293983 的中 � 81005（2番人気）
複勝票数 計 731527 的中 � 83786（2番人気）� 500145（1番人気）� 34514（3番人気）
枠連票数 計 150109 的中 （3－4） 63616（1番人気）
馬連票数 計 521977 的中 �� 191606（1番人気）
馬単票数 計 302382 的中 �� 50689（2番人気）
ワイド票数 計 333151 的中 �� 86688（1番人気）�� 18898（4番人気）�� 27374（2番人気）
3連複票数 計 760695 的中 ��� 129824（1番人気）
3連単票数 計1249009 的中 ��� 54335（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―12．3―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―36．1―48．4―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアルタイル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．12．9 中山3着

2015．4．13生 牡3栗 母 スマートアルティラ 母母 ネームヴァリュー 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノモンロー号は，「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を表示している。

第２回 京都競馬 第８日



04087 2月18日 晴 稍重 （30京都2）第8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）

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

815 トーセンブレイヴ 牡3黒鹿56 藤岡 康太島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502± 01：54．8 3．6�
46 ナムラムツゴロー 牡3栗 56 松山 弘平奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 490＋ 21：55．97 8．2�
713 センスオブワンダー 牡3栗 56 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B456＋ 21：56．0� 3．0�
712 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56 D．バルジュー 嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 476± 0 〃 クビ 291．4�

（伊）

59 グランサージュ 牡3黒鹿56 岩崎 翼宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 470± 01：56．31� 12．4�
814 オウケンキング 牡3青鹿56 M．デムーロ福井 明氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 B496－161：56．4� 3．3	
35 シゲルワサビ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 片山牧場 552－ 81：56．71� 275．0

22 カイトチャン 牡3黒鹿56 中井 裕二本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B458＋ 41：56．8� 212．8�
34 パワフルヴォイス 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 496－301：57．75 17．9
610 キクノゼファー 牡3鹿 56 松岡 正海菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 444－ 61：57．91� 285．8�
11 エリーエスパー 牝3鹿 54 松田 大作谷川 正純氏 本間 忍 新ひだか 城地牧場 468－ 21：58．43 177．6�
58 インペリオーソ 牝3青鹿54 国分 優作吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 B468－ 41：58．82� 313．0�
23 カヴァロディーオ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁 �Gリビエール・
レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B486－ 22：00．7大差 18．3�

47 タガノデジェーロ 牡3栗 56 丸山 元気八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B474－ 42：02．18 99．2�

611 クリノエリザベッタ 牝3栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 490－ 4 〃 クビ 607．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，338，200円 複勝： 33，829，100円 枠連： 14，700，300円
馬連： 47，061，700円 馬単： 26，300，300円 ワイド： 34，871，000円
3連複： 67，154，400円 3連単： 92，442，600円 計： 342，697，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（4－8） 610円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 450円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 263382 的中 � 58185（3番人気）
複勝票数 計 338291 的中 � 69158（2番人気）� 50003（4番人気）� 76698（1番人気）
枠連票数 計 147003 的中 （4－8） 18526（3番人気）
馬連票数 計 470617 的中 �� 25337（7番人気）
馬単票数 計 263003 的中 �� 7269（10番人気）
ワイド票数 計 348710 的中 �� 18739（7番人気）�� 39002（2番人気）�� 19794（5番人気）
3連複票数 計 671544 的中 ��� 37962（4番人気）
3連単票数 計 924426 的中 ��� 7650（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．9―49．7―1：02．9―1：16．0―1：29．0―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンブレイヴ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．24 阪神5着

2015．3．25生 牡3黒鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔制裁〕 トーセンブレイヴ号の騎手藤岡康太は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・13番・9番・7番）

センスオブワンダー号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 カヴァロディーオ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

タガノデジェーロ号・クリノエリザベッタ号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の
適用を除外。

※マトラッセ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04088 2月18日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30京都2）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．4良・良

711 ヨ カ グ ラ �5栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 490± 03：37．5 17．3�
69 ダンツキャンサー 牝7黒鹿60 植野 貴也山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 492－ 23：37．6� 1．5�
813� ビットアレグロ 牡9栗 60 上野 翔礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 502－ 23：37．7� 29．1�
22 クリスタルキャノン 牝5芦 58 難波 剛健飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 472－ 6 〃 クビ 21．0�
44 エ ル ゼ ロ 牡5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 498－ 43：38．01	 5．1�
812 マイネルヴォーダン 牡6栗 60 山本 康志 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 512－ 2 〃 クビ 28．5

33 � エアカーディナル 牡7鹿 60 高田 潤 	ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 496± 03：38．32 16．3�
57 モズカタクラ 牡4栗 59 小坂 忠士 	キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 470＋ 43：38．4	 24．9�
68 スプレーモゲレイロ 牡5鹿 60 中村 将之 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462－ 23：38．82 48．3
710 ウインレーベン 牡7青鹿60 平沢 健治	ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 478＋ 63：39．22� 15．4�
56 マサノハヤテ 牡4黒鹿59 北沢 伸也猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 504＋103：39．3クビ 23．7�
45 � グリーティングワン 牡8黒鹿60 蓑島 靖典井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 83：40．25 324．3�
11 � ゴ ー ス ル ー 牡8鹿 60 大江原 圭 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 482＋ 63：40．73 191．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，245，500円 複勝： 37，515，400円 枠連： 12，331，800円
馬連： 37，653，600円 馬単： 24，687，200円 ワイド： 27，944，900円
3連複： 61，293，800円 3連単： 94，069，700円 計： 313，741，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 330円 � 110円 � 350円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 570円 �� 4，560円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 55，940円

票 数

単勝票数 計 182455 的中 � 8437（5番人気）
複勝票数 計 375154 的中 � 14686（5番人気）� 204426（1番人気）� 13918（6番人気）
枠連票数 計 123318 的中 （6－7） 18795（2番人気）
馬連票数 計 376536 的中 �� 25719（4番人気）
馬単票数 計 246872 的中 �� 4501（14番人気）
ワイド票数 計 279449 的中 �� 13450（4番人気）�� 1479（45番人気）�� 7488（10番人気）
3連複票数 計 612938 的中 ��� 6971（24番人気）
3連単票数 計 940697 的中 ��� 1219（158番人気）
上り 1マイル 1：49．0 4F 52．8－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヨ カ グ ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．8．16 札幌3着

2013．4．30生 �5栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 障害：8戦2勝 賞金 28，800，000円
※出走取消馬 テイエムシシーポス号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※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） 3頭 シゲルボスザル号・ディライトフル号・ヤマタケジャイアン号
（非抽選馬） 2頭 スズカチャンプ号・マイネルゼーラフ号



04089 2月18日 晴 良 （30京都2）第8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

812 ネプチュナイト 牡3黒鹿56 M．デムーロ吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：01．5 3．3�
56 ダブルフラット 牡3黒鹿56 D．バルジュー 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 500－ 82：02．03 16．6�

（伊）

813 ムーンレイカー 牡3鹿 56 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 22：02．1クビ 2．3�
45 サトノシリウス 牡3鹿 56 四位 洋文 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 4．5�
11 シゲルシイタケ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 462± 02：02．84 79．3�
33 アフリカンゴールド 牡3栗 56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 22：03．22� 16．4	
710 オテンバキッズ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人瀬谷 
雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 430＋ 22：03．62� 354．6�
711 マイネルシクザール 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 有限会社
松田牧場 550－ 6 〃 クビ 345．5�

69 アンシェンヌヴィル 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁飯田 良枝氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 450－ 42：04．13 19．9

68 トウシンカイザー 牡3鹿 56 松山 弘平�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 504－ 42：04．42 12．7�
57 ブリリアントリリー 牝3鹿 54 中井 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 42：04．71� 315．9�
44 ウインルチル 牝3栗 54 松岡 正海�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 424－ 22：04．8� 43．0�
22 ケイツーリラ 牝3青鹿54 丸山 元気楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 424－ 62：07．7大差 209．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，069，000円 複勝： 45，996，300円 枠連： 17，089，600円
馬連： 61，941，800円 馬単： 32，759，500円 ワイド： 41，423，200円
3連複： 83，723，900円 3連単： 114，972，200円 計： 432，975，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 300円 � 110円 枠 連（5－8） 1，380円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 960円 �� 210円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 15，220円

票 数

単勝票数 計 350690 的中 � 83865（2番人気）
複勝票数 計 459963 的中 � 71807（3番人気）� 23887（7番人気）� 162372（1番人気）
枠連票数 計 170896 的中 （5－8） 9591（6番人気）
馬連票数 計 619418 的中 �� 12955（14番人気）
馬単票数 計 327595 的中 �� 4695（19番人気）
ワイド票数 計 414232 的中 �� 9663（14番人気）�� 60930（1番人気）�� 12729（9番人気）
3連複票数 計 837239 的中 ��� 22014（9番人気）
3連単票数 計1149722 的中 ��� 5474（51番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―12．3―12．2―12．3―12．0―12．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．3―48．6―1：00．8―1：13．1―1：25．1―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネプチュナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．29 京都7着

2015．3．12生 牡3黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 ウインルチル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイツーリラ号は，「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を表示している。

04090 2月18日 晴 良 （30京都2）第8日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 バ イ ラ 牡3鹿 56 松山 弘平杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 492± 01：25．2 5．4�
611� シ ヴ ァ ー ジ 牡3栗 56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms 498＋ 2 〃 ハナ 2．3�
11 メイショウコゴミ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 436＋ 21：25．41� 3．7�
47 ラフィングマッチ 牡3栗 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 490－ 61：26．03� 258．6�
36 マイウェイアムール 牝3青鹿54 国分 優作田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 484－ 21：26．21� 19．5�
12 クリノイダテン 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 432－ 61：26．41� 13．5	
24 ロードエース 牡3鹿 56 国分 恭介 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 490＋ 4 〃 アタマ 51．4

35 サンシャンペーン 牡3鹿 56 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 464－ 41：26．71� 430．2�
23 テ ィ カ ル 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 504＋ 4 〃 ハナ 100．6�

612 コウユーホクト 牡3鹿 56 丸山 元気加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 504＋ 61：26．8� 48．2

59 エイシンデルフィー 牝3栗 54 D．バルジュー �栄進堂 今野 貞一 浦河 高村牧場 450－ 61：27．22� 42．6�
（伊）

713 ダンツチョイス 牝3栗 54
53 ☆荻野 極山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 438－121：27．51� 119．7�

815 ナムラバンザイ 牡3鹿 56 秋山真一郎奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 440± 01：27．6� 270．9�
510 アントーニオ 牡3栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－141：28．02� 24．4�
714� ディライトプロミス 牝3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 448－ 41：28．1� 8．4�

816 ブルベアブロッコリ 牡3黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 478＋ 41：28．31 284．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，814，100円 複勝： 54，004，300円 枠連： 18，728，800円
馬連： 78，119，100円 馬単： 38，048，900円 ワイド： 53，489，300円
3連複： 109，553，100円 3連単： 135，435，400円 計： 535，193，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（4－6） 1，050円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 380円 �� 370円 �� 230円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 7，610円

票 数

単勝票数 計 478141 的中 � 69878（3番人気）
複勝票数 計 540043 的中 � 94628（3番人気）� 119419（1番人気）� 99022（2番人気）
枠連票数 計 187288 的中 （4－6） 13755（5番人気）
馬連票数 計 781191 的中 �� 62670（3番人気）
馬単票数 計 380489 的中 �� 11534（8番人気）
ワイド票数 計 534893 的中 �� 33951（3番人気）�� 34597（2番人気）�� 65404（1番人気）
3連複票数 計1095531 的中 ��� 88375（1番人気）
3連単票数 計1354354 的中 ��� 12887（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．2―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．9―48．1―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ イ ラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2017．6．25 阪神9着

2015．3．2生 牡3鹿 母 コウエイテンプウ 母母 リ ベ ラ ノ 9戦2勝 賞金 21，882，000円
〔発走状況〕 マイウェイアムール号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻4分遅延。
※コウユーホクト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



04091 2月18日 晴 良 （30京都2）第8日 第7競走 ��1，600�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，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
1：31．4
1：30．7

良
良

57 エイシンスレイマン 牡4鹿 57 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 478＋ 41：34．9 2．6�
610 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 M．デムーロ�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 61：35．21� 2．1�
814 ナンヨーマーズ 牡4鹿 57 四位 洋文中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 462＋141：35．41� 23．9�
711 カレンオプシス 牝6青鹿55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494± 01：35．61� 12．5�
58 ドラゴンマジック 	6栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 520＋ 61：35．92 35．3�
712 コパノピエール 牡4鹿 57 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 21：36．21� 9．0	
33 カウントオンイット 牝4栗 55

52 ▲富田 暁飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B506－ 21：36．41� 10．1

69 メイショウシャチ 牡5鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 478＋121：36．61� 252．0�
34 グランノーブル 牡5鹿 57 中井 裕二三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 502＋ 21：36．7クビ 153．9�
45 
 ソニックアロー 牡4栗 57 太宰 啓介大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

534＋ 21：36．8� 66．8
11 ミエノインパルス 牡4栗 57 D．バルジュー 里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482＋ 81：37．22� 149．3�

（伊）

46 アサケハーツ 牡4栗 57 小林 徹弥大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 468± 01：37．41� 255．0�
813 ロ ゼ リ ー ナ 牝5栗 55

54 ☆荻野 極 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 456＋181：37．82� 76．4�
22 � オンザフロウ 牝5鹿 55 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 454± 01：38．12 212．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，104，900円 複勝： 44，402，600円 枠連： 17，416，900円
馬連： 68，170，700円 馬単： 36，991，600円 ワイド： 41，942，000円
3連複： 88，939，500円 3連単： 146，085，500円 計： 476，053，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 260円 枠 連（5－6） 220円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 140円 �� 680円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 321049 的中 � 95942（2番人気）
複勝票数 計 444026 的中 � 108204（2番人気）� 160101（1番人気）� 21919（6番人気）
枠連票数 計 174169 的中 （5－6） 60267（1番人気）
馬連票数 計 681707 的中 �� 226768（1番人気）
馬単票数 計 369916 的中 �� 50577（2番人気）
ワイド票数 計 419420 的中 �� 106379（1番人気）�� 12175（9番人気）�� 14729（8番人気）
3連複票数 計 889395 的中 ��� 58221（4番人気）
3連単票数 計1460855 的中 ��� 26389（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．7―47．0―59．1―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．8
3 ・（2，9）（10，12）（1，5，13，14）（4，7）（6，3）8，11 4 ・（2，9）（10，12）（1，14）（5，7）6（4，13，3）（8，11）

勝馬の
紹 介

エイシンスレイマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King’s Best デビュー 2016．12．23 阪神2着

2014．4．6生 牡4鹿 母 エーシンスペリアー 母母 Politesse 11戦2勝 賞金 32，398，000円
※メイショウシャチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04092 2月18日 晴 良 （30京都2）第8日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
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 7，500，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

510� ヒップホップスワン 牝4栗 55
52 ▲富田 暁吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 500＋ 21：25．4 26．3�
612 カ ム カ ム 牡4鹿 57 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 478－ 21：25．61� 11．4�
714 ラ レ ー タ 牡4栗 57 D．バルジュー �G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋12 〃 クビ 8．2�
（伊）

24 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 藤岡 康太市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 17．8�

11 サンライズカラマ 牡4栗 57
56 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 492± 01：26．02� 35．4�
815� マラードザレコード 牡4青鹿57 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 476－ 2 〃 クビ 2．7	
816� キングライオン 牡5栗 57 丸山 元気ライオンレースホース� 杉山 晴紀 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B496－ 61：26．42� 5．5

611� トッコディルーチェ 	5鹿 57

56 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

498－101：26．93 200．8�
59 ヤマノヒマワリ 牝4黒鹿55 国分 優作山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 8 〃 クビ 52．4�
36 
 キーネットワーク 牡4鹿 57 池添 謙一北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊田田村牧場 498＋ 21：27．43 25．8
12 
 エスプリゾーン 牡4栗 57 松岡 正海村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 462＋181：27．61� 35．0�
35 
 モズフレミントン 牡4鹿 57 酒井 学 �キャピタル・システム 森田 直行 日高 目黒牧場 B452＋ 1 〃 アタマ 149．2�
713 アドマイヤムテキ 牡5黒鹿 57

56 ☆荻野 極近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 510－ 2 〃 アタマ 7．3�
23 
 アイファーショコラ 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 420－ 41：28．13 367．9�
47 �
 ナインオクロック 牡4鹿 57 松田 大作�KTレーシング 藤岡 健一 米 Southern Equine

Stables, LLC 538－111：29．16 7．9�
48 
 ウメマツサクラ 牝5鹿 55 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 480＋ 41：29．2� 118．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，314，200円 複勝： 52，754，000円 枠連： 24，439，400円
馬連： 82，996，500円 馬単： 34，692，000円 ワイド： 56，517，500円
3連複： 114，919，600円 3連単： 130，526，700円 計： 531，159，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 730円 � 310円 � 330円 枠 連（5－6） 8，500円

馬 連 �� 13，970円 馬 単 �� 31，690円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 2，940円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 24，430円 3 連 単 ��� 230，800円

票 数

単勝票数 計 343142 的中 � 10430（9番人気）
複勝票数 計 527540 的中 � 17111（9番人気）� 47767（4番人気）� 44174（5番人気）
枠連票数 計 244394 的中 （5－6） 2228（24番人気）
馬連票数 計 829965 的中 �� 4604（40番人気）
馬単票数 計 346920 的中 �� 821（88番人気）
ワイド票数 計 565175 的中 �� 3758（38番人気）�� 4927（34番人気）�� 10268（14番人気）
3連複票数 計1149196 的中 ��� 3527（71番人気）
3連単票数 計1305267 的中 ��� 410（622番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．0―13．0―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．9―46．9―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒップホップスワン �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 Speightstown デビュー 2016．10．29 京都1着

2014．4．14生 牝4栗 母 Speightsy Heart 母母 Heart a Bustin 7戦2勝 賞金 15，250，000円
〔制裁〕 アイファーショコラ号の騎手三津谷隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アタミ号・カルトデュモンド号
※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。



04093 2月18日 晴 良 （30京都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，1，000万円以下；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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

56 ストンライティング 牡5鹿 57 松山 弘平石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 446＋ 61：48．5 7．8�
68 プリンセスルーラー 牝4黒鹿54 M．デムーロ大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 484＋ 61：48．6� 2．9�
55 メイショウテンシャ 牡4芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470＋ 6 〃 クビ 5．2�
67 メイショウミツボシ 牡6鹿 57 四位 洋文松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 484－ 4 〃 アタマ 11．1�
33 ミスディレクション �4黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 21：48．7� 2．9�
811 アグネスミニッツ 牡7栗 57 国分 恭介上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506－ 61：48．91� 292．9	
812 ティーエスクライ 牝6芦 55 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 468－ 41：49．11	 18．9

11 ト ル ス ト イ 牡8鹿 57 松岡 正海近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：49．31	 61．2�
22 ラ デ ィ ウ ス 牡7鹿 57 荻野 極名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 472＋ 21：49．4クビ 20．5�
710 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿54 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 424± 01：49．61	 45．1
79 トライブキング 牡5鹿 57 D．バルジュー 前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 462＋181：49．7
 64．7�

（伊）

44 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 B484± 01：50．65 183．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，121，200円 複勝： 43，053，100円 枠連： 19，865，800円
馬連： 91，549，200円 馬単： 43，265，600円 ワイド： 49，834，800円
3連複： 113，679，800円 3連単： 174，145，900円 計： 570，515，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 420円 �� 550円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 351212 的中 � 35766（4番人気）
複勝票数 計 430531 的中 � 46931（5番人気）� 100064（1番人気）� 78734（2番人気）
枠連票数 計 198658 的中 （5－6） 46125（1番人気）
馬連票数 計 915492 的中 �� 60051（4番人気）
馬単票数 計 432656 的中 �� 11647（10番人気）
ワイド票数 計 498348 的中 �� 29399（4番人気）�� 21717（8番人気）�� 48549（2番人気）
3連複票数 計1136798 的中 ��� 61282（2番人気）
3連単票数 計1741459 的中 ��� 14083（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．7―47．8―1：00．1―1：12．3―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストンライティング �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Sinndar デビュー 2016．1．16 京都7着

2013．2．13生 牡5鹿 母 フォトジェニック 母母 ピクチャープリンセス 16戦4勝 賞金 45，894，000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。

04094 2月18日 晴 良 （30京都2）第8日 第10競走 ��1，400�
いかるが

斑鳩ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

77 ダイメイフジ 牡4鹿 57 松山 弘平宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 518＋ 41：22．0 4．5�
88 ロ ラ イ マ �5鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 454＋ 21：22．53 1．9�
55 エントリーチケット 牝4栗 55 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 4 〃 ハナ 8．2�

（伊）

33 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 61：23．24 3．4�

22 ラズールリッキー 牝5黒鹿55 松田 大作岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 458－ 61：23．41� 15．5	
11 ペガサスボス 牡6黒鹿57 松岡 正海�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 528＋ 41：23．61� 20．7

66 サンマルホーム 牡8栗 57 	島 良太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B448± 01：23．91
 121．8�
（7頭）

44 パルティトゥーラ 牝4黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，970，000円 複勝： 29，911，400円 枠連： 発売なし
馬連： 88，049，700円 馬単： 53，060，600円 ワイド： 40，041，100円
3連複： 87，645，900円 3連単： 243，703，000円 計： 591，381，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 180円 �� 360円 �� 260円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 差引計 489700（返還計 9700） 的中 � 85299（3番人気）
複勝票数 差引計 299114（返還計 6468） 的中 � 46435（3番人気）� 122495（1番人気）� 35663（4番人気）
馬連票数 差引計 880497（返還計 68603） 的中 �� 166493（2番人気）
馬単票数 差引計 530606（返還計 27498） 的中 �� 40074（4番人気）
ワイド票数 差引計 400411（返還計 19078） 的中 �� 66169（2番人気）�� 24054（6番人気）�� 38021（4番人気）
3連複票数 差引計 876459（返還計114541） 的中 ��� 97031（3番人気）
3連単票数 差引計2437030（返還計263359） 的中 ��� 52653（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．6―36．3―47．6―59．3―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイフジ �

父 アグネスデジタル �


母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．3．27生 牡4鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 14戦4勝 賞金 83，743，000円
〔出走取消〕 パルティトゥーラ号は，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。

１レース目



04095 2月18日 晴 良 （30京都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，29．2．18以降30．2．13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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

58 � ナンチンノン 牡7栗 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.
Alexander 540＋ 21：10．8 22．8�

814 コウエイエンブレム 牡5栗 57．5 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 536± 01：11．11� 1．9�
611 ラテンロック 牡7鹿 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 500－101：11．31� 15．1�
610 サイタスリーレッド 牡5鹿 57 松田 大作西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 478－ 21：11．4� 11．5�
22 ヒラボクプリンス 牡8鹿 53 太宰 啓介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 506＋ 41：11．5� 269．5�
11 モンドクラッセ 牡7鹿 57 荻野 極	サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 532± 01：11．6クビ 20．5

59 ヤマニンアンプリメ 牝4鹿 52 �島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 486＋ 6 〃 クビ 4．4�
35 ナガラオリオン 牡9鹿 55 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 474＋ 41：11．81� 70．4�
47 ショコラブラン 牡6芦 56 D．バルジュー 	社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482＋121：11．9クビ 15．2

（伊）

34 ヒカリブランデー 牡7鹿 54 酒井 学�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 480－121：12．0	 46．0�
713 ゴーインググレート 牡8栗 54 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 494± 0 〃 アタマ 47．5�
815 メイソンジュニア 牡4鹿 54 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 490－ 21：12．74 16．1�
23 ドリームドルチェ 牡6青鹿54 丸山 元気ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512＋ 21：12．91� 20．9�
712 ペイシャモンシェリ 牡7鹿 53 秋山真一郎北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 482＋ 81：13．32	 247．8�
46 トウショウカウント 牡6栗 54 松岡 正海トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋ 21：14．47 57．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，707，700円 複勝： 78，585，500円 枠連： 54，929，200円
馬連： 229，171，900円 馬単： 103，042，700円 ワイド： 106，050，400円
3連複： 322，431，200円 3連単： 497，916，300円 計： 1，451，834，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 380円 � 110円 � 260円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，130円 �� 460円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 45，850円

票 数

単勝票数 計 597077 的中 � 20929（9番人気）
複勝票数 計 785855 的中 � 33974（7番人気）� 302170（1番人気）� 56977（3番人気）
枠連票数 計 549292 的中 （5－8） 95969（1番人気）
馬連票数 計2291719 的中 �� 103756（7番人気）
馬単票数 計1030427 的中 �� 12612（22番人気）
ワイド票数 計1060504 的中 �� 40490（7番人気）�� 8006（35番人気）�� 62936（2番人気）
3連複票数 計3224312 的中 ��� 47201（16番人気）
3連単票数 計4979163 的中 ��� 7873（143番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―11．8―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナンチンノン �
�
父 Parading �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．12．7 中山1着

2011．5．12生 牡7栗 母 Etro 母母 Paisley Fashion 33戦7勝 賞金 143，153，000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。

04096 2月18日 晴 良 （30京都2）第8日 第12競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 525，000
525，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ワンダーピルエット 牝5鹿 55
54 ☆小崎 綾也山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 492＋ 21：53．8 4．2�

12 トゥールエッフェル 牝5芦 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 534＋141：54．22� 44．6�
23 アームズレングス 牝5鹿 55 M．デムーロ �いとはんホールディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492± 01：54．3� 3．0�
510 バニーテール 牝4芦 54 D．バルジュー 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 486＋101：54．61� 3．9�

（伊）

47 ピントゥリッキオ 牝5鹿 55 池添 謙一大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社
松田牧場 454－ 61：54．81� 30．9	

714 エヴォリューション 牝7鹿 55 岩崎 翼岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 486－ 4 〃 同着 372．0

815 アドマイヤウイング 牝7鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 494＋10 〃 ハナ 14．0�
36 アルティマウェポン 牝5栗 55

52 ▲富田 暁幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 470＋ 6 〃 ハナ 17．7�
611 ルーレットクイーン 牝5栗 55 松田 大作�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 438＋ 61：55．01� 44．3
24 テイエムジョウネツ 牝6黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 452＋18 〃 クビ 86．0�
48 メイショウグロッケ 牝4鹿 54 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 462± 01：55．32 13．4�
59 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿55 中井 裕二吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 424＋ 61：55．51� 246．2�
713 ショウナンナナイロ 牝4青鹿 54

53 ☆荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 438－101：55．6� 8．3�
35 ハヤブサプリプリ 牝5鹿 55 松岡 正海武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B460－ 81：56．45 169．9�
612 シゲルメジロザメ 牝5鹿 55

54 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 450－ 41：56．5� 304．3�
816 ホ ノ カ 牝4鹿 54 秋山真一郎�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 486－ 41：57．24 90．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，598，500円 複勝： 70，916，500円 枠連： 40，455，400円
馬連： 168，255，800円 馬単： 70，861，900円 ワイド： 87，679，000円
3連複： 228，552，300円 3連単： 320，269，000円 計： 1，047，588，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 720円 � 170円 枠 連（1－1） 8，990円

馬 連 �� 8，870円 馬 単 �� 15，460円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 420円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 57，840円

票 数

単勝票数 計 605985 的中 � 114389（3番人気）
複勝票数 計 709165 的中 � 108007（3番人気）� 18775（10番人気）� 127059（2番人気）
枠連票数 計 404554 的中 （1－1） 3485（28番人気）
馬連票数 計1682558 的中 �� 14697（26番人気）
馬単票数 計 708619 的中 �� 3437（45番人気）
ワイド票数 計 876790 的中 �� 8328（29番人気）�� 59985（3番人気）�� 10426（23番人気）
3連複票数 計2285523 的中 ��� 18639（29番人気）
3連単票数 計3202690 的中 ��� 4014（188番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．9―50．9―1：04．0―1：16．7―1：29．2―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーピルエット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．3．13 阪神11着

2013．5．8生 牝5鹿 母 ワンダーグラス 母母 ワンダーヘリテージ 19戦4勝 賞金 52，048，000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 ニホンピロヘーゼル号
※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。

４レース目



（30京都2）第8日 2月18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 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

231，040，000円
2，590，000円
14，540，000円
1，120，000円
24，420，000円
68，562，000円
5，150，600円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
442，239，300円
585，006，600円
247，114，100円
1，043，773，600円
511，909，400円
599，440，000円
1，413，531，900円
2，141，171，700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 6，984，186，600円

総入場人員 21，063名 （有料入場人員 20，144名）



平成30年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，292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

1，902，500，000円
25，850，000円
140，490，000円
10，970，000円
217，670，000円
517，449，500円
37，326，000円
12，403，200円

勝馬投票券売得金
4，802，171，400円
7，238，279，700円
2，379，753，700円
11，063，883，400円
5，301，939，200円
6，425，189，500円
15，224，832，800円
24，526，428，000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 76，962，477，700円

総入場延人員 135，142名 （有料入場延人員 128，201名）
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