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04025 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時00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

23 スナークスター �3鹿 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 456＋ 21：13．9 6．0�
712 キコクイーン 牝3青 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 440± 01：14．11	 9．6�
59 グレースアンバー 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 430± 01：14．2	 1．8�
815 ジョイナイト 牡3鹿 56 和田 竜二西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 494＋ 21：14．41
 26．4�
47 � プリンシパル 牡3鹿 56 北村 友一ゴドルフィン 矢作 芳人 英 Cheveley Park

Stud Ltd 510－141：14．5	 5．4�
814 メイショウロサン 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 472－ 21：14．6	 6．3�
46 � ヴィエントフレスコ 牡3鹿 56 国分 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

482－ 21：14．91	 36．9	
11 ゼロドライブ 牡3栗 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 日高 大矢牧場 422± 01：15．53	 276．6

713 シ ャ ク ラ 牡3青鹿56 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 466－ 4 〃 アタマ 320．3�
35 クリノショウグン 牡3黒鹿56 松山 弘平栗本 博晴氏 中村 均 浦河 中村 雅明 500± 01：16．03 105．1�
58 クリノワンダフル 牡3栗 56 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 メイプルファーム 436 ―1：16．1	 69．1
611 コ コ ロ コ 牝3栗 54 川須 栄彦上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 440－ 61：16．2	 403．4�
34 ミコノホマレ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 514－121：16．94 128．1�
610 アイファーハニー 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 414－ 41：17．32	 519．3�
22 サフランビーナス 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希海原 聖一氏 高橋 義博 浦河 林農場 418－ 21：17．4	 217．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，148，600円 複勝： 46，118，700円 枠連： 9，085，100円
馬連： 40，155，700円 馬単： 27，045，000円 ワイド： 33，373，300円
3連複： 61，012，300円 3連単： 96，671，800円 計： 342，610，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 250円 � 110円 枠 連（2－7） 2，960円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 880円 �� 260円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 291486 的中 � 38619（3番人気）
複勝票数 計 461187 的中 � 48002（4番人気）� 26440（5番人気）� 217597（1番人気）
枠連票数 計 90851 的中 （2－7） 2375（10番人気）
馬連票数 計 401557 的中 �� 10109（11番人気）
馬単票数 計 270450 的中 �� 3173（22番人気）
ワイド票数 計 333733 的中 �� 8657（11番人気）�� 37343（2番人気）�� 18618（6番人気）
3連複票数 計 610123 的中 ��� 30608（5番人気）
3連単票数 計 966718 的中 ��� 4363（46番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．0―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．9―35．9―48．4―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークスター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．21 中京7着

2016．4．11生 �3鹿 母 スナークヒロイン 母母 スイートケンメア 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 アイファーハニー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月2日まで平地競走に出走で

きない。

04026 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

11 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿56 松若 風馬藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 442＋ 61：53．9 5．1�
22 アイキャンテーラー 牡3栗 56 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 482＋ 21：54．11 3．5�
711 フェードアウト 牡3鹿 56 北村 友一�KTレーシング 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 466± 01：54．84 5．8�
33 ヒロノセンキン �3黒鹿56 荻野 琢真サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 474－ 21：55．22� 54．5�
58 ズ ラ リ 牡3栗 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム B482－ 61：55．41 98．6�
610 メ ド ッ ク 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 桜井牧場 512－ 61：56．14 10．3	
34 テーオーダンケルク 牡3栗 56 福永 祐一小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 464± 01：56．52� 3．7

57 ヒルノベルゲン 牡3青鹿56 酒井 学�ヒルノ 北出 成人 新冠 中地 義次 478－ 4 〃 ハナ 145．6�
46 シ イ チ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希風早 信昭氏 森 秀行 新冠 スカイビーチステーブル 448－ 21：56．6クビ 131．3�
69 コパノケネディー 牡3青鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B532± 01：57．34 15．6
712 ニホンピロポケット 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 454－ 41：57．83 277．2�
45 ピ エ ナ モ ネ 牡3鹿 56 川島 信二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 504± 01：57．9� 203．5�
814 タイセイミストラル 牡3鹿 56 国分 恭介田中 成奉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム B508＋ 21：58．11� 8．7�
813 グランドバレエ 牡3黒鹿56 �島 克駿吉田 晴哉氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 476＋ 41：59．27 80．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，564，300円 複勝： 35，649，400円 枠連： 10，083，100円
馬連： 45，838，700円 馬単： 23，049，400円 ワイド： 33，045，300円
3連複： 63，646，500円 3連単： 75，803，400円 計： 309，680，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連（1－2） 930円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 350円 �� 480円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 225643 的中 � 35096（3番人気）
複勝票数 計 356494 的中 � 60511（3番人気）� 75310（1番人気）� 50922（4番人気）
枠連票数 計 100831 的中 （1－2） 8386（3番人気）
馬連票数 計 458387 的中 �� 36403（3番人気）
馬単票数 計 230494 的中 �� 8005（6番人気）
ワイド票数 計 330453 的中 �� 25084（2番人気）�� 16965（6番人気）�� 19977（5番人気）
3連複票数 計 636465 的中 ��� 28475（4番人気）
3連単票数 計 758034 的中 ��� 6173（18番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．8―13．3―13．2―13．1―12．6―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―36．1―49．4―1：02．6―1：15．7―1：28．3―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレイヤーズハイ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 京都4着

2016．5．28生 牡3黒鹿 母 ポ レ モ ス 母母 クリスマスウィーク 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドバレエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月2日まで平地競走

に出走できない。

第２回 京都競馬 第３日



04027 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：21．7
1：20．3

重
不良

815 ハニーウィル 牝3栗 54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 安平 ノーザンファーム 446－ 21：27．8 6．0�
612 ホームアゲイン 牝3鹿 54 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 426－ 2 〃 アタマ 47．1�
59 ミルメルシー 牝3鹿 54 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 482＋ 21：27．9� 12．9�
36 スカーレットサクラ 牝3栗 54 川島 信二新井 浩明氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 506＋121：28．11� 67．9�
35 コパノジョウオー 牝3栗 54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 41：28．2クビ 4．3�
510 フューチャーベース 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 454＋ 41：28．3� 6．6	
47 タガノアリサ 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452－ 41：28．51� 6．0

12 ダイヤレイジング 牝3栗 54 北村 友一三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 444＋ 41：28．6� 9．2�
611 ナムラチヨガミ 牝3栗 54 川須 栄彦奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 440 ―1：29．34 102．4�
816 ガーデンガーデン 牝3黒鹿54 四位 洋文松島 千佳氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 460－ 8 〃 クビ 70．9
23 エイシンオルデン 牝3青鹿54 秋山真一郎�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 448＋ 21：29．4クビ 13．6�
714 アイファーファーレ 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 462－ 21：29．61� 432．7�
713 サウンドシュリット 牝3黒鹿54 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 様似 髙村 伸一 450－ 2 〃 ハナ 45．8�
11 マ カ ベ リ 牝3鹿 54 池添 謙一 Top Feather� 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 446－ 21：29．7クビ 5．4�
24 クイーンズクレスト 牝3栃栗 54

53 ☆加藤 祥太�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 462＋ 21：31．5大差 139．5�
48 シズカマナカ 牝3黒鹿54 田中 健大倉 佑介氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B426－ 81：32．56 114．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，098，200円 複勝： 42，504，100円 枠連： 13，275，000円
馬連： 49，712，300円 馬単： 21，198，600円 ワイド： 38，351，500円
3連複： 73，977，800円 3連単： 79，022，200円 計： 341，139，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 1，210円 � 360円 枠 連（6－8） 7，860円

馬 連 �� 16，440円 馬 単 �� 25，390円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 1，060円 �� 7，290円

3 連 複 ��� 44，100円 3 連 単 ��� 212，970円

票 数

単勝票数 計 230982 的中 � 30723（3番人気）
複勝票数 計 425041 的中 � 66169（3番人気）� 7525（10番人気）� 29920（7番人気）
枠連票数 計 132750 的中 （6－8） 1308（25番人気）
馬連票数 計 497123 的中 �� 2343（35番人気）
馬単票数 計 211986 的中 �� 626（64番人気）
ワイド票数 計 383515 的中 �� 2259（33番人気）�� 9642（14番人気）�� 1326（51番人気）
3連複票数 計 739778 的中 ��� 1258（106番人気）
3連単票数 計 790222 的中 ��� 269（523番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．5―48．2―1：01．1―1：14．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．3―3F39．6
3 ・（9，10）（3，15）7（1，5）（2，13）－（4，6，14）－12，11－16＝8 4 ・（9，10）15（3，7）5，1（2，13）（6，14）－（4，12）－11－16＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハニーウィル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．18 小倉10着

2016．2．4生 牝3栗 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン 7戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シズカマナカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2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 ガデスチョイス号

04028 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30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

11 ポ デ ィ ウ ム 牡3鹿 56 岡田 祥嗣ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476 ―1：56．3 37．0�

815 ス ナ イ プ 牡3栗 56 柴田 未崎 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 須崎牧場 518 ―1：56．72� 25．6�

59 チューダーローズ 牝3鹿 54 国分 優作阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 474 ―1：57．44 121．4�
48 ナムラオニヘイ 牡3鹿 56 田中 健奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 458 ―1：57．5� 171．7�
510 モ モ コ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ― 〃 ハナ 65．6�
612 プチティラン 牡3鹿 56 福永 祐一 	社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 462 ―1：57．6� 5．0

47 � ルミナスソード 牝3鹿 54 	島 良太�レッドマジック高柳 大輔 米 Coteau Grove

Farms, LLC 462 ―1：57．7
 26．9�
24 ビップセーラ 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．65 44．1�
23 エスカルラータ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�G1レーシング 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438 ―1：58．81 32．0
36 クリノシラヌイ 牝3黒鹿54 国分 恭介栗本 博晴氏 中村 均 千歳 社台ファーム 506 ― 〃 クビ 66．1�
35 タマモサンシーロ 牡3鹿 56 秋山真一郎タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 504 ―1：59．11
 33．4�
713� スマートネフィリム 牡3栗 56 川田 将雅大川 徹氏 大久保龍志 米 Scott Pierce &

Debbie Pierce 524 ―1：59．2
 1．9�
12 マテラブレス 牡3栗 56 高倉 稜大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 490 ―1：59．73 34．1�
816� レーヴナイト 牡3栗 56 池添 謙一 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 愛 Barron-

stown Stud 502 ―2：02．0大差 19．1�
714 ミユキディオニソス 牡3青鹿56 小牧 太長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 472 ―2：02．1� 13．6�
611 プレシャスメタル 牡3栗 56 浜中 俊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 550 ― （競走中止） 6．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，319，700円 複勝： 32，963，700円 枠連： 15，962，100円
馬連： 41，399，200円 馬単： 21，703，000円 ワイド： 33，146，300円
3連複： 59，340，300円 3連単： 71，876，100円 計： 302，710，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，700円 複 勝 � 900円 � 670円 � 2，170円 枠 連（1－8） 7，520円

馬 連 �� 41，660円 馬 単 �� 86，120円

ワ イ ド �� 8，030円 �� 30，580円 �� 13，010円

3 連 複 ��� 556，310円 3 連 単 ��� 5，790，010円

票 数

単勝票数 計 263197 的中 � 5680（11番人気）
複勝票数 計 329637 的中 � 9775（10番人気）� 13474（6番人気）� 3845（15番人気）
枠連票数 計 159621 的中 （1－8） 1644（17番人気）
馬連票数 計 413992 的中 �� 770（77番人気）
馬単票数 計 217030 的中 �� 189（141番人気）
ワイド票数 計 331463 的中 �� 1070（68番人気）�� 279（111番人気）�� 658（86番人気）
3連複票数 計 593403 的中 ��� 80（465番人気）
3連単票数 計 718761 的中 ��� 9（2974番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．4―14．1―13．6―13．4―12．4―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．3―51．4―1：05．0―1：18．4―1：30．8―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ポ デ ィ ウ ム �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 Maria’s Mon 初出走

2016．4．21生 牡3鹿 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 プレシャスメタル号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 プレシャスメタル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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） 6頭 シゲルヒラコー号・ジュンサロベツ号・シルバースミス号・スマートサーブル号・ソルカマル号・

メイショウカスガ号



04029 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：33．0
1：30．7

良
良

33 カイザーミノル 牡3鹿 56 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448－ 61：36．1 6．6�
810 ブラックバッジ 牡3鹿 56 和田 竜二市川 義美氏 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム B494± 01：36．2� 5．5�
44 マイディアライフ 牡3栗 56 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470＋141：36．51� 3．0�
78 スマートユニバンス 牡3栗 56 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 21：36．71	 2．4�
11 ミ カ エ ラ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 414± 01：37．12
 103．0�
22 モズコールズ 牝3鹿 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 400－ 4 〃 クビ 79．8	
79 テディボーイ 牡3黒鹿56 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 452＋ 21：37．63 48．4

66 タイヨウトチキュウ 牡3青鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 484± 01：37．7
 46．3�
67 マーガレットリバー 牡3鹿 56 秋山真一郎�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 512－ 21：38．02 14．6�
811 シゲルトルコイシ 牝3青鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 松山 将樹 日高 川端 正博 440－ 41：38．1� 240．4
55 ウイングアンナ 牝3鹿 54 浜中 俊塚本 法生氏 牧田 和弥 浦河 杵臼斉藤牧場 450 ―1：38．2
 24．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，332，200円 複勝： 35，016，200円 枠連： 9，054，900円
馬連： 42，976，200円 馬単： 24，235，100円 ワイド： 31，925，700円
3連複： 58，019，900円 3連単： 95，196，600円 計： 322，756，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 170円 � 130円 枠 連（3－8） 1，600円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 520円 �� 360円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 計 263322 的中 � 31697（4番人気）
複勝票数 計 350162 的中 � 42174（4番人気）� 50853（3番人気）� 79424（2番人気）
枠連票数 計 90549 的中 （3－8） 4360（7番人気）
馬連票数 計 429762 的中 �� 19397（6番人気）
馬単票数 計 242351 的中 �� 5602（13番人気）
ワイド票数 計 319257 的中 �� 14661（6番人気）�� 23043（5番人気）�� 27979（3番人気）
3連複票数 計 580199 的中 ��� 28733（5番人気）
3連単票数 計 951966 的中 ��� 5800（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．1―48．2―1：00．1―1：11．9―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 4，6（3，10）5，8（2，7）9，11，1 4 4（6，10）3（5，8）2（7，9）（1，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カイザーミノル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．2．29生 牡3鹿 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 3戦1勝 賞金 5，500，000円

04030 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時55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

44 パ ト リ ッ ク 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 468＋ 62：02．4 3．8�
11 アドマイヤポラリス 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 470＋18 〃 クビ 3．1�
89 レッドジェニアル 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 488－102：03．14 3．3�
66 マジェスティ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 英子氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 418－ 22：03．31� 5．1�
78 ナ ミ ブ 牡3鹿 56 水口 優也�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 450＋102：03．83 113．3	
55 オールフォース 牡3鹿 56 川田 将雅ニッシンレーシング 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 22：04．01� 11．5

22 ダ イ ダ ロ ス �3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 442－ 22：04．53 31．2�
77 エイシンボールディ 牡3栗 56 松山 弘平�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 440＋16 〃 クビ 74．4�
33 ヒロノアンビシャス 牡3鹿 56 池添 謙一サンエイ開発� 北出 成人 浦河 杵臼牧場 450＋ 62：04．71� 201．9
810 クリノグレイト 牡3栗 56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 500－ 42：04．91� 32．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，348，200円 複勝： 51，870，500円 枠連： 9，955，400円
馬連： 60，423，900円 馬単： 31，638，100円 ワイド： 42，163，600円
3連複： 74，373，900円 3連単： 119，249，900円 計： 429，023，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（1－4） 520円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 240円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 393482 的中 � 82010（3番人気）
複勝票数 計 518705 的中 � 107357（2番人気）� 99123（3番人気）� 107485（1番人気）
枠連票数 計 99554 的中 （1－4） 14633（3番人気）
馬連票数 計 604239 的中 �� 78753（1番人気）
馬単票数 計 316381 的中 �� 19308（4番人気）
ワイド票数 計 421636 的中 �� 46710（1番人気）�� 44547（2番人気）�� 36490（3番人気）
3連複票数 計 743739 的中 ��� 89260（1番人気）
3連単票数 計1192499 的中 ��� 25499（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．6―13．2―12．4―12．3―12．1―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．8―50．0―1：02．4―1：14．7―1：26．8―1：38．6―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ ト リ ッ ク �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．10．7 京都2着

2016．4．8生 牡3鹿 母 シャムローグ 母母 ケイティーズギフト 3戦1勝 賞金 9，100，000円



04031 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 54 川田 将雅奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 482＋ 21：53．4 5．5�
810 シンコーメグチャン 牝4鹿 54 福永 祐一豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 478＋ 21：53．93 8．6�
89 クインアマランサス 牝5栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 1．4�
44 カ リ ン カ 牝4黒鹿54 松山 弘平寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 430± 01：54．32� 6．4�
55 � マーブルフレンテ 牝6鹿 55 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 518＋ 41：54．93� 37．6�
78 ダイシンステルラ 牝4黒鹿54 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 61：55．11 60．9	
22 サンマルジョイ 牝4栗 54 幸 英明相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 474－ 21：55．2� 147．1

66 � アイファーアピール 牝4鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 488－ 21：56．05 242．3�
77 ロ ッ タ ラ ブ 牝5芦 55 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 486＋ 81：57．49 33．0�
33 ダンツクレイオー 牝4鹿 54 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 488± 01：57．82� 26．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，780，600円 複勝： 110，770，300円 枠連： 12，150，600円
馬連： 51，315，700円 馬単： 37，436，700円 ワイド： 37，260，000円
3連複： 72，007，300円 3連単： 165，465，300円 計： 520，186，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（1－8） 220円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 380円 �� 140円 �� 190円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 8，430円

票 数

単勝票数 計 337806 的中 � 48347（2番人気）
複勝票数 計1107703 的中 � 77848（2番人気）� 50418（4番人気）� 848006（1番人気）
枠連票数 計 121506 的中 （1－8） 41814（1番人気）
馬連票数 計 513157 的中 �� 20348（6番人気）
馬単票数 計 374367 的中 �� 7128（12番人気）
ワイド票数 計 372600 的中 �� 18889（5番人気）�� 79967（1番人気）�� 50323（3番人気）
3連複票数 計 720073 的中 ��� 107388（2番人気）
3連単票数 計1654653 的中 ��� 14217（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．5―49．3―1：02．3―1：15．0―1：27．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ キ ヌ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．7．15 中京4着

2015．4．11生 牝4鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 15戦2勝 賞金 24，700，000円
［他本会外：2戦0勝］

04032 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：20．3

重
不良

22 カ ム カ ム 牡5鹿 57 幸 英明共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 474－ 41：26．0 3．3�
812 ミッキーマインド 牡4鹿 57 四位 洋文野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B476＋ 8 〃 ハナ 10．3�
68 ハ ゼ ル 牡4栗 57 福永 祐一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 506－ 21：26．1� 11．7�
813 ロードキング 牡6鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B490＋ 4 〃 クビ 8．0�
44 キングスクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 464－ 41：26．2� 18．8�
57 ブライトエンパイア 牡4鹿 57 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448＋ 4 〃 ハナ 3．6	
33 マッスルマサムネ 	4鹿 57 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞
湖 レイクヴィラファーム 494＋141：26．3クビ 7．7

11 キクノエスペルト 牡4黒鹿57 国分 恭介菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 486－ 81：26．61� 74．8�
711 マルモレイナ 牝5鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 460－ 41：26．92 9．1�
56 � ナリタミニスター 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希�オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：27．43 56．8
69 � オリエンタルポリス 牡6芦 57 小牧 太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 496± 0 〃 ハナ 48．0�
45 � オオオヤブン 牡5鹿 57 酒井 学幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 門別 敏朗 480± 01：27．61 65．0�
710 レ ノ カ ズ マ 牡4鹿 57 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 B470± 01：28．77 126．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，487，500円 複勝： 48，841，500円 枠連： 15，512，300円
馬連： 71，909，400円 馬単： 30，092，100円 ワイド： 47，179，800円
3連複： 91，641，100円 3連単： 117，002，600円 計： 452，666，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 310円 � 320円 枠 連（2－8） 780円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，000円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 29，330円

票 数

単勝票数 計 304875 的中 � 73574（1番人気）
複勝票数 計 488415 的中 � 104605（1番人気）� 36213（6番人気）� 34263（7番人気）
枠連票数 計 155123 的中 （2－8） 15270（2番人気）
馬連票数 計 719094 的中 �� 28241（7番人気）
馬単票数 計 300921 的中 �� 7395（9番人気）
ワイド票数 計 471798 的中 �� 18888（7番人気）�� 12098（12番人気）�� 6921（22番人気）
3連複票数 計 916411 的中 ��� 10479（26番人気）
3連単票数 計1170026 的中 ��� 2892（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．0―48．8―1：01．2―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．2
3 ・（10，13，8）（4，11）（7，12）（3，9）6（1，2，5） 4 ・（10，13，8）（4，11）（7，12）（3，9）（6，2）（1，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ム カ ム �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．8．20 札幌11着

2014．3．30生 牡5鹿 母 カムアラウンド 母母 エレガントプロウズ 17戦2勝 賞金 32，020，000円



04033 2月2日 晴 良 （31京都2）第3日 第9競走 ��
��1，200�

お と く に

乙 訓 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

810 イサチルホープ 牡7栗 57 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 490＋ 41：09．5 12．7�
33 ヴェルスパー 牝4鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 クビ 2．1�
44 ピースユニヴァース 牡4鹿 57 福永 祐一久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 484－101：09．6� 3．8�
22 ムーンチャイム 牝4栗 55 川田 将雅ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 01：09．81 6．4�
66 ダイシンバルカン 牡7鹿 57 和田 竜二大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 81：10．01	 13．0�
89 
 スペードクイーン 牝6栗 55 池添 謙一吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 466＋ 6 〃 クビ 13．8	
78 エ ッ シ ャ ー �5栗 57 幸 英明小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 492＋121：10．31� 52．0

77 ファビラスヒーロー �6芦 57 義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 482－ 4 〃 クビ 101．4�
55 グランシェリー 牝8芦 55 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 532＋ 41：10．62 44．5�
11 スマートシャヒーン 牡5芦 57 島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478－ 41：10．7クビ 10．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，397，600円 複勝： 56，894，300円 枠連： 17，583，100円
馬連： 86，330，600円 馬単： 46，543，700円 ワイド： 58，337，100円
3連複： 115，317，900円 3連単： 202，668，200円 計： 628，072，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 210円 � 110円 � 130円 枠 連（3－8） 590円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 490円 �� 690円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 14，960円

票 数

単勝票数 計 443976 的中 � 27760（5番人気）
複勝票数 計 568943 的中 � 44484（6番人気）� 196643（1番人気）� 101944（2番人気）
枠連票数 計 175831 的中 （3－8） 23063（2番人気）
馬連票数 計 863306 的中 �� 46414（5番人気）
馬単票数 計 465437 的中 �� 8337（16番人気）
ワイド票数 計 583371 的中 �� 26888（5番人気）�� 18181（10番人気）�� 105888（1番人気）
3連複票数 計1153179 的中 ��� 66327（3番人気）
3連単票数 計2026682 的中 ��� 9819（51番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．1―11．4―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―34．6―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 5－8（1，6）（2，10）（3，9）7，4 4 5－8（1，6）（2，10）（3，9）（7，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イサチルホープ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2014．11．8 京都5着

2012．3．9生 牡7栗 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー 33戦4勝 賞金 74，912，000円

04034 2月2日 晴 良 （31京都2）第3日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，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
1，200万円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着
馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 アクアミラビリス 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418－ 61：35．5 3．3�
66 ブランノワール 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442± 01：35．71	 6．9�
44 ノーブルスコア 牝3青鹿54 川田 将雅二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440± 01：35．8
 3．4�
89 オーパキャマラード 牝3黒鹿54 松若 風馬�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 482± 01：36．11� 105．6�
78 アズマヘリテージ 牝3栗 54 松山 弘平東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 462＋ 2 〃 ハナ 113．8�
77 イルヴェントドーロ 牝3鹿 54 池添 謙一兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 434＋ 4 〃 クビ 9．3	
55 グレイスアン 牝3鹿 54 和田 竜二 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486± 01：36．31	 5．0

22 レッドベレーザ 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 クビ 7．7�
33 フィブロライト 牝3青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：36．51	 17．5
810 キセキノカガヤキ 牝3黒鹿54 秋山真一郎ライオンレースホース� 小崎 憲 洞�湖 レイクヴィラファーム 426－ 4 〃 ハナ 118．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 68，525，000円 複勝： 80，768，700円 枠連： 17，216，500円
馬連： 129，106，900円 馬単： 59，330，400円 ワイド： 74，249，500円
3連複： 162，297，300円 3連単： 280，151，400円 計： 871，645，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 160円 � 120円 枠 連（1－6） 1，260円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 470円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 計 685250 的中 � 164784（1番人気）
複勝票数 計 807687 的中 � 167284（2番人気）� 107175（4番人気）� 204794（1番人気）
枠連票数 計 172165 的中 （1－6） 10586（5番人気）
馬連票数 計1291069 的中 �� 75346（6番人気）
馬単票数 計 593304 的中 �� 20718（8番人気）
ワイド票数 計 742495 的中 �� 36530（7番人気）�� 83999（1番人気）�� 55708（4番人気）
3連複票数 計1622973 的中 ��� 101013（2番人気）
3連単票数 計2801514 的中 ��� 28716（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―12．4―12．3―12．0―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．2―48．6―1：00．9―1：12．9―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクアミラビリス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Anabaa デビュー 2018．11．17 東京1着

2016．4．4生 牝3鹿 母 アクアリング 母母 シ ー リ ン グ 3戦2勝 賞金 30，710，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04035 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3日 第11競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

23 アングライフェン 牡7鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496± 01：57．6 4．1�

611 ナムラアラシ 牡6鹿 58 福永 祐一奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 526＋ 31：57．7	 16．9�
58 ピ オ ネ ロ 牡8鹿 58 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B506－101：57．91
 17．0�
35 ヒロブレイブ 牡6鹿 56 �島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 500＋ 4 〃 ハナ 125．6�
814 カ ゼ ノ コ 牡8鹿 57 川田 将雅�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 B462± 0 〃 クビ 14．7�
11 モズアトラクション 牡5栗 56 �島 克駿 	キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 492＋ 21：58．0クビ 4．9

815 ジュンヴァルカン 牡6鹿 56 松山 弘平河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 544＋ 61：58．21
 9．3�
59 オールマンリバー 牡7黒鹿56 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512＋12 〃 クビ 52．1�
712 ザイディックメア 牡7鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 478± 01：58．3クビ 7．9
22 オ ル ナ 牡7鹿 56 酒井 学	ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 530＋101：59．25 15．0�
46 テルペリオン 牡5栗 56 松若 風馬	ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 540＋141：59．41
 4．2�
610 トップディーヴォ 牡7鹿 58 四位 洋文紅露 純氏 昆 貢 新冠 細川農場 B508＋ 41：59．61 37．4�
713 マイネルオフィール 牡7鹿 56 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 522＋141：59．81
 90．3�
47 ジョルジュサンク 牡6栗 56 川須 栄彦 	CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 536＋ 22：00．33 383．0�
34 グランアルマダ �7芦 56 幸 英明 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B536＋ 62：00．61	 46．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 82，354，600円 複勝： 124，998，000円 枠連： 62，197，800円
馬連： 305，874，400円 馬単： 107，256，000円 ワイド： 174，685，800円
3連複： 492，680，900円 3連単： 612，744，900円 計： 1，962，792，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 500円 � 400円 枠 連（2－6） 1，820円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，220円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 13，150円 3 連 単 ��� 62，900円

票 数

単勝票数 計 823546 的中 � 157548（1番人気）
複勝票数 計1249980 的中 � 207048（2番人気）� 57808（8番人気）� 73689（7番人気）
枠連票数 計 621978 的中 （2－6） 26453（9番人気）
馬連票数 計3058744 的中 �� 62429（17番人気）
馬単票数 計1072560 的中 �� 13875（23番人気）
ワイド票数 計1746858 的中 �� 33715（15番人気）�� 37344（13番人気）�� 16306（34番人気）
3連複票数 計4926809 的中 ��� 28090（48番人気）
3連単票数 計6127449 的中 ��� 7062（221番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．0―29．5―42．2―54．9―1：07．5―1：20．1―1：32．3―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アングライフェン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．7．26 中京4着

2012．4．13生 牡7鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 38戦6勝 賞金 171，695，000円

04036 2月2日 晴 稍重 （31京都2）第3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）
1000万円以下；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
1：47．8

重
重

44 ミスズフリオーソ 牡4栗 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492＋ 21：52．3 8．1�
710 カフジキング 牡6鹿 57 福永 祐一加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470＋ 41：52．4� 4．3�
68 ドルチェリア 	6鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 532－ 61：52．5� 30．0�
812 フォースライン 牡5黒鹿57 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508＋141：52．6クビ 11．7�
33 マイネルユキツバキ 牡4鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 526± 01：52．81
 7．0�
22 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 川島 信二中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 480－ 81：53．12 186．4	
67 エイシンデジタル 牡4栗 56 幸 英明�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 516－ 2 〃 クビ 35．4

55 サトノグリッター 牡4鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 494＋ 61：53．41� 2．8�
79 � ヘヴントゥナイト 牡5芦 57 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 484± 01：53．71� 6．2
11 ウインハピネス 牡4黒鹿56 高倉 稜�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 510± 01：53．8� 171．6�
56 ヴォカツィオーネ 牝5栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 468－ 21：54．33 38．7�
811� メイショウナンプウ 牡5青鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B510＋ 21：54．4� 17．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，117，200円 複勝： 81，156，100円 枠連： 28，902，500円
馬連： 126，032，200円 馬単： 51，899，500円 ワイド： 84，017，400円
3連複： 181，010，600円 3連単： 245，626，800円 計： 857，762，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 170円 � 590円 枠 連（4－7） 1，200円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，950円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 14，170円 3 連 単 ��� 67，450円

票 数

単勝票数 計 591172 的中 � 57736（5番人気）
複勝票数 計 811561 的中 � 78203（5番人気）� 152307（2番人気）� 28737（8番人気）
枠連票数 計 289025 的中 （4－7） 18600（6番人気）
馬連票数 計1260322 的中 �� 59697（6番人気）
馬単票数 計 518995 的中 �� 11930（14番人気）
ワイド票数 計 840174 的中 �� 37104（7番人気）�� 7052（31番人気）�� 11824（22番人気）
3連複票数 計1810106 的中 ��� 9576（52番人気）
3連単票数 計2456268 的中 ��� 2640（233番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―36．6―49．7―1：02．2―1：14．7―1：27．2―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミスズフリオーソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．12．16 中京5着

2015．2．19生 牡4栗 母 マルヨパトリオット 母母 アフレタータ 12戦3勝 賞金 34，614，000円



（31京都2）第3日 2月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 152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

217，050，000円
22，580，000円
1，090，000円
23，950，000円
61，463，000円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
485，473，700円
747，551，500円
220，978，400円
1，051，075，200円
481，427，600円
687，735，300円
1，505，325，800円
2，161，479，200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 7，341，046，700円

総入場人員 13，219名 （有料入場人員 12，440名）
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