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04037 2月3日 晴 稍重 （31京都2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10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
1：47．8
1：47．8

重
重

34 メイショウラッシュ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 472± 01：56．4 9．2�
711 ハートウォーミング 牝3青鹿54 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 8 〃 クビ 1．9�
712 ペネトレーター 牝3鹿 54 幸 英明 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 468－ 61：56．71� 27．2�
22 プリカジュール 牝3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 61：57．12� 4．9�
58 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 472－ 41：57．41� 5．8	
814 マーブルサニー 牝3芦 54 池添 謙一下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 486－ 21：57．71� 19．4

69 エルデリュミエール 牝3栗 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム B464－ 41：57．91� 180．5�
11 ララフォーナ 牝3栗 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－161：58．0� 16．3
46 トーアディアナ 牝3栗 54 川須 栄彦高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 416± 01：58．74 79．9�
57 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480－ 61：58．91� 25．0�
45 ダンツシャープ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 466－ 61：59．0� 295．9�
610 キシュウブライト 牝3栗 54 戸崎 圭太木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 426－ 42：00．38 23．9�
813 サダムラポール 牝3鹿 54 	島 良太大西美生子氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 B484± 02：00．4� 212．6�
33 アイランドルビー 牝3青鹿54 小牧 太大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか 野坂牧場 520＋402：07．1大差 134．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，193，200円 複勝： 40，010，400円 枠連： 10，446，400円
馬連： 50，531，500円 馬単： 26，140，500円 ワイド： 35，715，600円
3連複： 77，703，200円 3連単： 98，243，600円 計： 362，984，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 220円 � 110円 � 600円 枠 連（3－7） 1，080円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，770円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 55，730円

票 数

単勝票数 計 241932 的中 � 20959（4番人気）
複勝票数 計 400104 的中 � 36849（4番人気）� 157077（1番人気）� 10039（9番人気）
枠連票数 計 104464 的中 （3－7） 7454（4番人気）
馬連票数 計 505315 的中 �� 40787（3番人気）
馬単票数 計 261405 的中 �� 6867（9番人気）
ワイド票数 計 357156 的中 �� 20663（4番人気）�� 3127（27番人気）�� 6731（16番人気）
3連複票数 計 777032 的中 ��� 5987（28番人気）
3連単票数 計 982436 的中 ��� 1278（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．7―50．8―1：03．7―1：16．6―1：29．4―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウラッシュ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Hurricane Run デビュー 2018．9．15 阪神6着

2016．2．20生 牝3鹿 母 メイショウアリア 母母 Dyna Flyer 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイランドルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3日まで平地競

走に出走できない。

04038 2月3日 晴 稍重 （31京都2）第4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

22 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿56 浜中 俊土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 474± 01：55．9 7．1�
811 オ ー ブ ラ ン 牡3青鹿56 川須 栄彦中野 和子氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 454－ 21：56．43 2．4�
55 ウインアライバル 牡3栗 56 岩田 康誠�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 81：56．61� 4．0�
44 マンノグランプリ 牡3鹿 56 藤岡 佑介萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 514± 01：56．7� 4．9�
67 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 504± 01：56．91� 18．3�
11 モンサンファスト 牡3黒鹿56 秋山真一郎山下 新一氏 飯田 祐史 様似 猿倉牧場 450－ 81：57．11� 11．0	
66 ダンツスピリット 牡3黒鹿56 戸崎 圭太山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 484± 01：57．2� 16．6

810 ジ ン 牡3黒鹿56 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 笹島 政信 456＋ 3 〃 ハナ 80．2�
79 オーミシンゲン 牡3青鹿56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 430＋ 21：57．3クビ 238．9�
33 オーミサルーテ 牡3鹿 56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 松木 加代 452± 01：58．57 424．3
78 ブルベアベージュ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 470－ 21：59．99 27．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，523，700円 複勝： 35，502，200円 枠連： 9，952，500円
馬連： 49，139，000円 馬単： 28，531，000円 ワイド： 34，683，100円
3連複： 66，540，600円 3連単： 102，518，000円 計： 353，390，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 170円 � 120円 � 160円 枠 連（2－8） 1，350円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 410円 �� 510円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 14，750円

票 数

単勝票数 計 265237 的中 � 29619（4番人気）
複勝票数 計 355022 的中 � 43559（4番人気）� 98823（1番人気）� 52030（3番人気）
枠連票数 計 99525 的中 （2－8） 5692（6番人気）
馬連票数 計 491390 的中 �� 30085（6番人気）
馬単票数 計 285310 的中 �� 6641（14番人気）
ワイド票数 計 346831 的中 �� 20897（4番人気）�� 15776（7番人気）�� 40560（2番人気）
3連複票数 計 665406 的中 ��� 30142（4番人気）
3連単票数 計1025180 的中 ��� 5039（51番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．3―13．2―12．9―12．8―12．8―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．1―51．3―1：04．2―1：17．0―1：29．8―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンスプレモ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．8 京都7着

2016．3．17生 牡3青鹿 母 ヤマニンアリエル 母母 ヤマニンパラダイス 5戦1勝 賞金 5，500，000円
※出走取消馬 オーマオ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

第２回 京都競馬 第４日



04039 2月3日 晴 稍重 （31京都2）第4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）

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

46 ハクユウフライヤー 牡3芦 56 松山 弘平 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 B444＋101：27．6 14．8�
59 カ リ ッ サ 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408± 0 〃 クビ 2．9�
815 ケイツーテソーロ 牡3鹿 56 中谷 雄太了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：27．81 9．7�
47 レ ゴ リ ス 牡3黒鹿56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 村上牧場 484－10 〃 アタマ 2．6�
35 オースミレーヴ 牡3鹿 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 456－ 81：27．9クビ 248．2�
11 キ ン シ ロ ウ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太岡 浩二氏 岩戸 孝樹 日高 野島牧場 496＋ 2 〃 ハナ 22．9	
814 クリノライジン 牡3栗 56 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 484± 01：28．0� 15．3

34 ジュンユウコー 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 406± 01：28．21� 64．0�
610 ブルベアボルド 牡3鹿 56 和田 竜二 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 506－ 21：28．41� 8．9�
23 ミ ラ ー グ ロ 牡3黒鹿56 �島 良太 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 浦河 谷口牧場 478＋ 41：29．03� 56．1
22 タイセイチーフ 牡3鹿 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 472＋ 21：29．32 13．0�
713 ビービーソウル 牡3鹿 56 川須 栄彦�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 512＋181：29．4� 81．1�
712 エーティースイセイ 牡3栗 56 高倉 稜荒木 徹氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 454＋ 41：29．71� 734．0�
611 ショーギーニ 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 オリオンファーム 502－ 21：29．91� 92．4�
58 ブルベアビアンコ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：31．510 458．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，453，700円 複勝： 39，479，500円 枠連： 12，471，300円
馬連： 54，796，800円 馬単： 27，226，400円 ワイド： 41，900，900円
3連複： 82，215，300円 3連単： 107，294，800円 計： 394，838，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 320円 � 140円 � 320円 枠 連（4－5） 290円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，790円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 46，460円

票 数

単勝票数 計 294537 的中 � 15860（6番人気）
複勝票数 計 394795 的中 � 26629（4番人気）� 97366（2番人気）� 26541（5番人気）
枠連票数 計 124713 的中 （4－5） 32486（1番人気）
馬連票数 計 547968 的中 �� 22094（9番人気）
馬単票数 計 272264 的中 �� 4072（20番人気）
ワイド票数 計 419009 的中 �� 18695（4番人気）�� 5625（16番人気）�� 20798（2番人気）
3連複票数 計 822153 的中 ��� 10576（20番人気）
3連単票数 計1072948 的中 ��� 1674（138番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．2―12．6―12．7―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．2―48．8―1：01．5―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクユウフライヤー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2018．9．1 小倉8着

2016．5．14生 牡3芦 母 ジョイオブフライト 母母 Skillful Joy 7戦1勝 賞金 6，750，000円
※キンシロウ号・ブルベアビアンコ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04040 2月3日 晴 稍重 （31京都2）第4日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：20．3

重
不良

77 ブルベアイリーデ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 474＋ 61：25．7 7．5�
55 ダイシンクローバー 牡3黒鹿56 岩田 康誠大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 474＋141：26．12� 5．1�
22 チュウワフライヤー 牝3栗 54 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：26．31 1．8�
33 � エスケーアタランタ 牝3黒鹿54 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 456＋ 61：26．62 424．6�
89 カルロスミノル 牡3栗 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480－ 2 〃 ハナ 5．0�
88 ダノンシティ 牡3鹿 56 池添 謙一�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 2 〃 クビ 9．8	
66 タイガーアチーヴ 牡3鹿 56 松山 弘平伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 	川 啓一 452± 01：26．7クビ 16．8

11 ウインバルドル 牡3黒鹿56 高倉 稜�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 440＋121：28．8大差 112．1�
44 ナムラボーナス 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 432＋161：29．65 130．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 37，152，900円 複勝： 66，535，300円 枠連： 9，320，700円
馬連： 46，756，600円 馬単： 34，655，100円 ワイド： 32，766，500円
3連複： 56，163，300円 3連単： 140，774，400円 計： 424，124，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（5－7） 1，320円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 180円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 8，730円

票 数

単勝票数 計 371529 的中 � 39205（4番人気）
複勝票数 計 665353 的中 � 54491（4番人気）� 76075（2番人気）� 393619（1番人気）
枠連票数 計 93207 的中 （5－7） 5448（6番人気）
馬連票数 計 467566 的中 �� 27687（6番人気）
馬単票数 計 346551 的中 �� 8594（13番人気）
ワイド票数 計 327665 的中 �� 16669（7番人気）�� 27433（4番人気）�� 53846（1番人気）
3連複票数 計 561633 的中 ��� 50245（2番人気）
3連単票数 計1407744 的中 ��� 11688（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―12．9―12．5―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．2―48．1―1：00．6―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルベアイリーデ 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2018．8．4 小倉4着

2016．4．6生 牡3鹿 母 シルクシンフォニー 母母 クイーンオブタイム 7戦2勝 賞金 18，020，000円
〔発走状況〕 ダイシンクローバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダイシンクローバー号は，平成31年2月4日から平成31年2月24日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



04041 2月3日 曇 良 （31京都2）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

79 ノ ー ワ ン 牝3鹿 54 池添 謙一藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 484－ 21：36．8 6．9�
22 モズハチキン 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 440－ 41：37．01� 3．6�
44 ケイティグレース 牝3栗 54 幸 英明瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 420－ 81：37．21� 118．0�
56 ベストチャーム 牝3鹿 54 川田 将雅中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 410－ 21：37．3� 2．8�
55 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 404＋ 61：37．4� 306．4�
33 ア ル ポ ル ト 牝3青鹿54 松山 弘平黒川 暁子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450± 01：37．61� 11．5	
11 オメガハートクィン 牝3黒鹿54 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 クビ 8．7

710 クリノエメラルド 牝3青 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 有限会社 大

作ステーブル 426－ 41：37．7� 557．0�
812 クワイエット 牝3黒鹿54 小牧 太 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B422＋ 2 〃 ハナ 18．5�
811 レガーロブロッサム 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム橋口 慎介 千歳 社台ファーム 416± 01：38．12� 54．6
67 クインオブザシーズ 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 418－ 41：38．2クビ 6．0�
68 ハルノナゴリ 牝3栗 54 戸崎 圭太三田 昌宏氏 高橋 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 41：38．73 42．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，460，100円 複勝： 52，520，700円 枠連： 11，205，300円
馬連： 65，000，400円 馬単： 31，961，100円 ワイド： 51，119，500円
3連複： 92，088，100円 3連単： 123，875，900円 計： 465，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 150円 � 1，650円 枠 連（2－7） 1，160円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 400円 �� 8，310円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 27，860円 3 連 単 ��� 122，690円

票 数

単勝票数 計 374601 的中 � 43054（4番人気）
複勝票数 計 525207 的中 � 62699（4番人気）� 119835（2番人気）� 5706（10番人気）
枠連票数 計 112053 的中 （2－7） 7445（4番人気）
馬連票数 計 650004 的中 �� 49869（3番人気）
馬単票数 計 319611 的中 �� 9331（10番人気）
ワイド票数 計 511195 的中 �� 37552（3番人気）�� 1473（38番人気）�� 2292（33番人気）
3連複票数 計 920881 的中 ��� 2479（59番人気）
3連単票数 計1238759 的中 ��� 732（285番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．4―13．2―12．4―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．3―49．5―1：01．9―1：13．7―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 2，6，1（4，7）（3，9）（11，12）（10，5）8 4 2，6（1，9）（4，7）12（3，11）（10，5）8

勝馬の
紹 介

ノ ー ワ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Caerleon デビュー 2018．10．20 東京3着

2016．4．2生 牝3鹿 母 プレイガール 母母 Stage Struck 5戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走状況〕 アルポルト号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 アルポルト号は，発走調教再審査。

04042 2月3日 曇 良 （31京都2）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

714 アイラブテーラー 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 430 ―1：36．9 51．6�
816 マルシュロレーヌ 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446 ―1：37．0� 8．9�
47 ニューアビリティ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ビクトリーホースランチ 橋田 満 新ひだか 大平牧場 484 ―1：37．42� 16．6�
59 ルフランエトワール 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 422 ―1：37．61� 80．5�
36 サイベリアン 牝3鹿 54 川田 将雅下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 424 ― 〃 クビ 5．8

24 ボッケリーニ 牡3栗 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 クビ 1．9�
35 マッケンユウ 	3鹿 56 川島 信二北側 雅勝氏 池添 兼雄 日高 目黒牧場 450 ―1：37．7� 216．6�
713 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 
島 良太�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 クビ 119．6
48 レッドアウローラ 牝3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448 ―1：37．8クビ 8．1�
611 グラッブアドリーム 牝3黒鹿54 中谷 雄太ホシノレーシング 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 488 ― 〃 クビ 21．5�
612 シングインザレイン 牡3鹿 56 岩田 康誠丸山 担氏 友道 康夫 浦河 伏木田牧場 434 ―1：37．9クビ 14．8�
510 レッドムルガン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472 ―1：38．21� 26．0�
23 カズマッケンリー 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 402 ― 〃 クビ 99．4�
11 スワンレーク 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 千津氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 468 ―1：38．62� 26．9�
12 ハ ウ ル 牡3黒鹿56 浜中 俊ゴドルフィン 藤岡 健一 愛 Godolphin 472 ― 〃 クビ 79．2�
815 キーメモリー 牝3黒鹿54 川須 栄彦北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 478 ― 〃 アタマ 560．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，104，100円 複勝： 44，598，300円 枠連： 16，151，600円
馬連： 59，824，100円 馬単： 28，868，500円 ワイド： 44，002，800円
3連複： 82，412，400円 3連単： 100，988，900円 計： 418，950，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，160円 複 勝 � 1，170円 � 260円 � 380円 枠 連（7－8） 7，960円

馬 連 �� 14，980円 馬 単 �� 36，200円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 3，970円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 37，780円 3 連 単 ��� 371，650円

票 数

単勝票数 計 421041 的中 � 6520（10番人気）
複勝票数 計 445983 的中 � 8649（10番人気）� 51028（4番人気）� 30668（5番人気）
枠連票数 計 161516 的中 （7－8） 1571（25番人気）
馬連票数 計 598241 的中 �� 3094（36番人気）
馬単票数 計 288685 的中 �� 598（75番人気）
ワイド票数 計 440028 的中 �� 2926（36番人気）�� 2838（37番人気）�� 6274（20番人気）
3連複票数 計 824124 的中 ��� 1636（95番人気）
3連単票数 計1009889 的中 ��� 197（757番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．3―1：00．9―1：13．3―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．0
3 13，15（9，16）14（6，7，11）（4，12）8（3，2）5，10－1 4 13，15（9，16）14（6，7，11）12（4，8，2）3，5（10，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイラブテーラー �
�
父 トーセンラー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2016．5．20生 牝3黒鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 アイラブテーラー号の騎手岡田祥嗣は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アドアパルス号・ウェイクール号・シーリアスラブ号・タイセイフルーヴ号・トレミエール号・フュラー号・

ボマイェ号・マイマーベラスワン号・メイショウハナグシ号・ラディアントパレス号



04043 2月3日 曇 稍重 （31京都2）第4日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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

45 ナムラムート 牡5栗 57 和田 竜二奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 506＋ 41：12．1 5．4�
712 アカツキジョー 牡4栗 57 浜中 俊河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 502± 01：12．31� 11．1�
711 タフチョイス 牡4鹿 57 	島 良太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋181：12．51
 4．6�
22 � メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 486＋ 41：12．6� 11．7�
814 サイモンゼーレ 牡6鹿 57 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 484－ 21：13．02� 44．2�
58 センショウユウト 牡4鹿 57 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 490± 01：13．42� 9．0�
57 ニシノダンテ 牡4青鹿57 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 492－ 21：13．5クビ 88．8	
34 エイシンエレガンス 牝4青鹿55 幸 英明
栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 428± 01：13．71� 37．9�
610 ダブルスプリット 牡5栗 57 岩田 康誠
KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B494± 01：13．8クビ 3．2�
69 ブライトメジャー 牝5栗 55

52 ▲服部 寿希谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 468± 0 〃 ハナ 111．4
11 � マラビージャ 牡4鹿 57 松山 弘平古賀 慎一氏 村山 明 新ひだか 村上牧場 434－18 〃 ハナ 103．3�
813 マルクデラポム 牝6青鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 494± 01：14．11� 76．8�
46 スズカプリティー 牝8鹿 55 中谷 雄太永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 472－ 6 〃 ハナ 317．7�
33 メイショウテツワン 牡4鹿 57 川田 将雅松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 518＋ 21：14．41� 6．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，595，600円 複勝： 49，011，800円 枠連： 16，203，100円
馬連： 75，520，600円 馬単： 31，774，800円 ワイド： 53，506，000円
3連複： 99，036，400円 3連単： 122，195，900円 計： 481，844，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 330円 � 190円 枠 連（4－7） 1，140円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 630円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 37，450円

票 数

単勝票数 計 345956 的中 � 51196（3番人気）
複勝票数 計 490118 的中 � 74886（2番人気）� 32023（7番人気）� 73079（3番人気）
枠連票数 計 162031 的中 （4－7） 11004（5番人気）
馬連票数 計 755206 的中 �� 17461（17番人気）
馬単票数 計 317748 的中 �� 4198（27番人気）
ワイド票数 計 535060 的中 �� 11635（17番人気）�� 22709（7番人気）�� 12747（16番人気）
3連複票数 計 990364 的中 ��� 12485（22番人気）
3連単票数 計1221959 的中 ��� 2365（142番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．4―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラムート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．12．25 中山2着

2014．5．16生 牡5栗 母 ナムラテンニョ 母母 トネスボウス 9戦2勝 賞金 17，950，000円

04044 2月3日 曇 稍重 （31京都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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

812 サザンブリーズ 牡5鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 522＋ 41：54．1 1．5�
11 サンマルエンパイア 牡5鹿 57 和田 竜二相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 470＋ 21：54．2� 38．5�
79 ブルベアラクーン 牡5栗 57 幸 英明 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B542－ 6 〃 クビ 13．4�
68 テイエムギフテッド 牡4黒鹿56 川田 将雅竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466± 01：54．3クビ 5．3�
55 マ ン ナ ム 牡4鹿 56 松山 弘平永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B488－ 61：54．83 39．3�
56 フィールドドウサン 牡4黒鹿56 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 546± 01：54．9� 30．7	
710 サイモンサーマル �4鹿 56 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B490± 01：55．0� 118．4

33 � センスオブワンダー 牡4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 488－ 2 〃 クビ 124．1�
67 � ディープスピリッツ 牡5鹿 57 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 480± 01：55．1� 13．6�
22 アドバンスマルス 牡4鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 502＋101：55．73� 7．1
811� クリノアパッチ 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 448＋ 21：56．23 567．0�
44 ブルベアパンサー 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 484＋ 21：56．3� 68．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，709，900円 複勝： 131，713，600円 枠連： 16，681，600円
馬連： 69，229，800円 馬単： 43，177，000円 ワイド： 48，882，100円
3連複： 96，475，300円 3連単： 186，921，200円 計： 630，790，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 440円 � 250円 枠 連（1－8） 1，880円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 730円 �� 400円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 13，200円

票 数

単勝票数 計 377099 的中 � 198187（1番人気）
複勝票数 計1317136 的中 � 998925（1番人気）� 19236（7番人気）� 39260（5番人気）
枠連票数 計 166816 的中 （1－8） 6841（5番人気）
馬連票数 計 692298 的中 �� 30423（7番人気）
馬単票数 計 431770 的中 �� 14199（8番人気）
ワイド票数 計 488821 的中 �� 16940（10番人気）�� 34319（4番人気）�� 4989（23番人気）
3連複票数 計 964753 的中 ��� 18540（14番人気）
3連単票数 計1869212 的中 ��� 10262（46番人気）

ハロンタイム 12．3―12．0―13．3―13．0―12．7―12．6―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―37．6―50．6―1：03．3―1：15．9―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サザンブリーズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．1．7 京都12着

2014．5．9生 牡5鹿 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 15戦3勝 賞金 31，500，000円



04045 2月3日 曇 良 （31京都2）第4日 第9競走 ��
��2，000�

い な り

稲 荷 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，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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

89 テリトーリアル 牡5栗 57 岩田 康誠ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋ 22：01．6 5．2�

66 リュヌルージュ 牝4鹿 54 川田 将雅窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 458＋ 42：01．7� 5．5�
78 ダブルフラット 牡4黒鹿56 M．デムーロ 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± 0 〃 クビ 1．9�
11 ハローユニコーン 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 464± 02：01．91
 39．9�
55 マイネルアトゥー 牡6青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 42：02．11
 56．4�
33 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 54 秋山真一郎 	社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 2 〃 ハナ 4．0

77 スパイクナード 牝5黒鹿55 幸 英明前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 22：02．31 118．3�
44 マイネルスフェーン 牡5栗 57 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 2 〃 クビ 34．1�
22 スズカフューラー 牡5栗 57 松山 弘平永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 436－ 2 〃 ハナ 76．0
810 トレジャートローヴ 牡6芦 57 和田 竜二吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：02．93� 24．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，790，300円 複勝： 62，467，600円 枠連： 14，672，400円
馬連： 87，110，300円 馬単： 47，998，400円 ワイド： 57，986，800円
3連複： 123，849，300円 3連単： 241，474，400円 計： 681，349，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（6－8） 1，180円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 300円 �� 180円 �� 220円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 457903 的中 � 69234（3番人気）
複勝票数 計 624676 的中 � 98614（2番人気）� 79480（4番人気）� 259559（1番人気）
枠連票数 計 146724 的中 （6－8） 9609（5番人気）
馬連票数 計 871103 的中 �� 57153（4番人気）
馬単票数 計 479984 的中 �� 14663（11番人気）
ワイド票数 計 579868 的中 �� 43181（4番人気）�� 90178（1番人気）�� 67360（3番人気）
3連複票数 計1238493 的中 ��� 186964（1番人気）
3連単票数 計2414744 的中 ��� 34493（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．2―36．8―49．3―1：01．4―1：13．7―1：25．8―1：37．7―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テリトーリアル �
�
父 Teofilo �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．2．26生 牡5栗 母 コンサヴァトワー 母母 Mezzo Soprano 18戦4勝 賞金 66，798，000円

04046 2月3日 曇 良 （31京都2）第4日 第10競走 ��
��1，200�

やましろ

山城ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，30．2．3以降31．1．27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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 クインズサリナ 牝5黒鹿52 戸崎 圭太亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 462＋ 61：09．2 16．1�
612 ハ ウ メ ア 牝5栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 3．4�
36 レーヴムーン 牡6黒鹿56 松山 弘平ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 488＋ 41：09．52 11．6�
59 メイショウカリン 牝5鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 492＋ 41：09．6クビ 8．0�
816 アイファープリティ 牝6鹿 52 中谷 雄太中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 462＋ 4 〃 ハナ 145．1	
713 スマートグレイス 牝7栗 53 幸 英明大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 484＋ 21：09．7� 18．7

47 スワーヴアーサー 牡6鹿 55 浜中 俊�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 494＋ 21：09．8� 4．2�
48 	 パラダイスガーデン 牝7栗 51 加藤 祥太岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 490－ 2 〃 アタマ 110．6�
24 エメラルエナジー 牡7栗 53 川須 栄彦高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B508－ 6 〃 ハナ 144．7
714 レッドラウダ 牡6鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 526＋ 81：09．9クビ 21．7�
12 メイショウカズヒメ 牝5鹿 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 508＋ 4 〃 ハナ 7．8�
35 イ オ ラ ニ 
8黒鹿53 和田 竜二 �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 482－ 2 〃 アタマ 32．1�
11 ファミーユボヌール 牝5黒鹿52 池添 謙一原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 462＋121：10．21� 6．5�
23 ラホーヤビーチ 牝7青鹿50 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 472－ 6 〃 ハナ 150．1�
815� クリノハッチャン 牝8鹿 50 竹之下智昭栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464－ 4 〃 ハナ 123．2�
611 クラウンルシフェル 牡8栗 52 川島 信二�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B496－ 21：10．52 208．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，118，600円 複勝： 82，273，800円 枠連： 40，809，200円
馬連： 163，990，400円 馬単： 62，416，300円 ワイド： 95，117，400円
3連複： 244，674，700円 3連単： 297，802，700円 計： 1，041，203，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 420円 � 150円 � 290円 枠 連（5－6） 860円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 2，820円 �� 800円

3 連 複 ��� 11，100円 3 連 単 ��� 72，060円

票 数

単勝票数 計 541186 的中 � 26802（7番人気）
複勝票数 計 822738 的中 � 41407（7番人気）� 179131（1番人気）� 67740（6番人気）
枠連票数 計 408092 的中 （5－6） 36508（3番人気）
馬連票数 計1639904 的中 �� 35870（14番人気）
馬単票数 計 624163 的中 �� 6082（32番人気）
ワイド票数 計 951174 的中 �� 18106（17番人気）�� 8397（37番人気）�� 31642（7番人気）
3連複票数 計2446747 的中 ��� 16518（39番人気）
3連単票数 計2978027 的中 ��� 2996（241番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―11．3―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．5―44．8―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．7
3 11－2，13，1，3（9，10）（4，12）（7，14）6，16，8（5，15） 4 11＝（2，13）1（3，10）9，12（4，7，14）（6，16）（8，5）15

勝馬の
紹 介

クインズサリナ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．6．12 阪神1着

2014．4．30生 牝5黒鹿 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 20戦4勝 賞金 69，471，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



04047 2月3日 雨 良 （31京都2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第59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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 ダノンチェイサー 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：49．0 5．4�
11 タガノディアマンテ 牡3栗 56 岩田 康誠八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466± 01：49．32 35．5�
66 ランスオブプラーナ 牡3黒鹿56 松山 弘平五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 81：49．4
 41．0�
33 ヴァンドギャルド 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 2．0�
88 メイショウテンゲン 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466＋ 41：49．82
 11．2	
55 コパノマーティン 牡3黒鹿56 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 484＋ 21：50．01� 152．3

77 ア ガ ラ ス 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508＋121：50．21� 3．6�
22 エングレーバー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452－ 41：50．62
 6．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 210，989，700円 複勝： 176，352，000円 枠連： 発売なし
馬連： 531，688，700円 馬単： 256，353，400円 ワイド： 199，220，900円
3連複： 532，077，500円 3連単： 1，507，992，400円 計： 3，414，674，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 250円 � 780円 � 730円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，820円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 23，670円 3 連 単 ��� 141，960円

票 数

単勝票数 計2109897 的中 � 311468（3番人気）
複勝票数 計1763520 的中 � 214943（3番人気）� 54408（7番人気）� 58051（6番人気）
馬連票数 計5316887 的中 �� 58752（16番人気）
馬単票数 計2563534 的中 �� 17807（26番人気）
ワイド票数 計1992209 的中 �� 33460（16番人気）�� 28396（17番人気）�� 12833（21番人気）
3連複票数 計5320775 的中 ��� 16854（35番人気）
3連単票数 計15079924 的中 ��� 7701（189番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．0―12．3―12．6―12．4―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．3―48．6―1：01．2―1：13．6―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4F47．8―3F35．4
3 6－4，3，2（7，8）5－1 4 6－4，3（2，7，8）5，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンチェイサー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2018．7．8 中京4着

2016．2．6生 牡3鹿 母 サ ミ タ ー 母母 Aileen’s Gift 5戦3勝 賞金 58，712，000円

04048 2月3日 曇 稍重 （31京都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 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，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
1：09．1
1：08．7

重
重

712 セパヌイール 牝4栗 55 松山 弘平レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 440＋101：12．0 31．2�
611 エネルムサシ 牡6鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 512± 01：12．1� 3．0�
713 ジ オ ラ マ 牡6栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 530± 01：12．31 4．3�
59 メイショウアリソン 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500－ 4 〃 クビ 5．5�
35 クリノシャンボール 牡6黒鹿57 小牧 太栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 502＋ 81：12．4クビ 46．8�
815� ブロンズテーラー 牝8青鹿 55

54 ☆加藤 祥太中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：12．5� 28．0	
47 アグネスエーデル 牡7鹿 57 浜中 俊渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 520± 0 〃 アタマ 7．3

46 キョウワエステル 牝6鹿 55 �島 良太�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 488＋ 2 〃 ハナ 182．3�
23 セータコローナ 牝6鹿 55 秋山真一郎�G1レーシング 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 494＋ 41：12．6クビ 26．9
11 � リュウシンベガス 牡5黒鹿57 和田 竜二桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 ハナ 11．6�
814 タマモコーラス 牝5黒鹿55 藤岡 佑介タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 458－ 2 〃 アタマ 11．6�
58 メイショウタラチネ 牝7黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 476＋ 21：12．7	 93．5�
610 アンティグラビティ 牝4黒鹿55 川須 栄彦山上 和良氏 田所 秀孝 浦河 カナイシスタッド B484＋ 6 〃 クビ 42．3�
34 トロピカルスパート 牝5栗 55 荻野 琢真日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 500－ 41：12．8� 28．6�
22 イナズママンボ 牝5鹿 55 中谷 雄太小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B462＋ 21：13．22� 185．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，142，600円 複勝： 82，055，300円 枠連： 36，881，300円
馬連： 172，129，900円 馬単： 67，052，000円 ワイド： 109，478，300円
3連複： 259，643，500円 3連単： 347，728，900円 計： 1，138，111，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 660円 � 140円 � 170円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 14，950円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 2，220円 �� 250円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 60，380円

票 数

単勝票数 計 631426 的中 � 16167（10番人気）
複勝票数 計 820553 的中 � 21056（10番人気）� 199082（1番人気）� 136856（2番人気）
枠連票数 計 368813 的中 （6－7） 51019（1番人気）
馬連票数 計1721299 的中 �� 25393（18番人気）
馬単票数 計 670520 的中 �� 3363（47番人気）
ワイド票数 計1094783 的中 �� 17467（17番人気）�� 11175（26番人気）�� 135081（1番人気）
3連複票数 計2596435 的中 ��� 31730（15番人気）
3連単票数 計3477289 的中 ��� 4175（181番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セパヌイール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．26 小倉7着

2015．4．18生 牝4栗 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 13戦3勝 賞金 30，411，000円

４レース目



（31京都2）第4日 2月3日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 152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

248，040，000円
5，180，000円
22，590，000円
1，250，000円
27，390，000円
62，755，000円
4，088，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
643，234，400円
862，520，500円
194，795，400円
1，425，718，100円
686，154，500円
804，379，900円
1，812，879，600円
3，377，811，100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 9，807，493，500円

総入場人員 17，379名 （有料入場人員 16，425名）
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