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04061 2月10日 晴 稍重 （31京都2）第6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）

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 エ ナ キ ョ ウ 牡3黒鹿56 松若 風馬宮原 廣伸氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 508－ 41：55．5 4．9�
66 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 506－ 21：56．13� 91．2�
810� ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC B460± 01：56．31 4．1�
77 インナーハート 牡3鹿 56 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 504－ 21：56．51� 4．4�
44 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 466＋ 41：56．92� 17．9�
89 マーストファクト 牡3芦 56 和田 竜二岡田甲子男氏 清水 久詞 新ひだか 坂本牧場 520－ 41：57．43 10．3	
55 モ ン グ ラ ン 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 524＋ 21：58．25 98．5


78 タケルライジング 牡3栃栗56 松山 弘平森 保彦氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 512－ 8 〃 ハナ 2．9�
33 ブルベアカーキ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 沼田 照秋 548＋ 61：58．41� 97．3�
11 エイシンノヘキレキ 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 466＋ 21：58．93 16．1
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売 得 金
単勝： 26，616，700円 複勝： 39，462，700円 枠連： 11，556，900円
馬連： 54，591，400円 馬単： 29，899，800円 ワイド： 35，846，000円
3連複： 73，529，300円 3連単： 111，505，900円 計： 383，008，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 1，770円 � 150円 枠 連（2－6） 17，390円

馬 連 �� 17，320円 馬 単 �� 29，740円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 460円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 22，860円 3 連 単 ��� 199，110円

票 数

単勝票数 計 266167 的中 � 42618（4番人気）
複勝票数 計 394627 的中 � 70331（3番人気）� 3712（10番人気）� 84303（2番人気）
枠連票数 計 115569 的中 （2－6） 515（20番人気）
馬連票数 計 545914 的中 �� 2442（24番人気）
馬単票数 計 298998 的中 �� 754（46番人気）
ワイド票数 計 358460 的中 �� 2629（22番人気）�� 22028（6番人気）�� 1915（26番人気）
3連複票数 計 735293 的中 ��� 2412（44番人気）
3連単票数 計1115059 的中 ��� 406（289番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．6―50．7―1：04．0―1：17．0―1：30．0―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ナ キ ョ ウ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．15 中京4着

2016．5．15生 牡3黒鹿 母 サ イ タ 母母 プレイザフィールド 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

04062 2月10日 晴 稍重 （31京都2）第6日 第2競走 1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 メイショウモルサ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484＋ 41：13．1 1．4�
816 アイファーメンバー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 482－ 21：13．95 5．5�
36 モズソノママ 牡3鹿 56

54 △富田 暁 �キャピタル・システム 音無 秀孝 浦河 高昭牧場 486＋ 21：14．0� 18．7�
35 メイショウイギョク 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 472－ 2 〃 ハナ 12．7�
611 スリーコーズライン 牡3鹿 56 岩田 康誠永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462－ 81：14．31� 17．1�
713 デュアリティ 牝3鹿 54 国分 恭介中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 500＋ 21：15．36 50．6	
510 マッシヴレジェンド 牡3栗 56 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466－ 61：15．4� 27．3

47 ブルベアヴェルデ 牡3黒鹿56 幸 英明 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B468± 01：15．5� 23．0�
23 ウチュウセンカン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 増本 良孝 B464－ 6 〃 ハナ 104．9�
59 チーキーキュート 牝3栗 54 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 420 ―1：15．81� 69．4
24 ノ ル ニ ル 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 432－ 61：15．9� 148．9�
12 サ ン ラ イ マ 牝3栗 54 竹之下智昭 �加藤ステーブル 千田 輝彦 日高 原田牧場 460－ 81：16．32� 346．6�
11 クリノストロング 牡3青鹿56 松若 風馬栗本 守氏 高橋 義忠 新冠 石田牧場 482＋18 〃 クビ 15．5�
815 アイファーエンター 牝3黒鹿54 酒井 学中島 稔氏 作田 誠二 日高 Wing Farm 436－ 61：17．04 261．4�
714 ヤマニンスリジエ 牝3鹿 54 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 430＋ 61：17．85 346．6�
48 ウ ズ シ オ 牡3栗 56 水口 優也�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 516－101：18．12 423．1�
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売 得 金
単勝： 28，987，800円 複勝： 98，428，300円 枠連： 13，959，700円
馬連： 54，398，500円 馬単： 34，948，000円 ワイド： 43，773，500円
3連複： 90，068，600円 3連単： 138，907，500円 計： 503，471，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 230円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 170円 �� 400円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 2，790円

票 数

単勝票数 計 289878 的中 � 155970（1番人気）
複勝票数 計 984283 的中 � 703749（1番人気）� 84875（2番人気）� 29339（4番人気）
枠連票数 計 139597 的中 （6－8） 33251（1番人気）
馬連票数 計 543985 的中 �� 122549（1番人気）
馬単票数 計 349480 的中 �� 58188（1番人気）
ワイド票数 計 437735 的中 �� 82417（1番人気）�� 25015（3番人気）�� 12504（9番人気）
3連複票数 計 900686 的中 ��� 52176（2番人気）
3連単票数 計1389075 的中 ��� 36075（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．7―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウモルサ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2019．1．26 京都2着

2016．3．26生 牡3鹿 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 メイショウモルサ号の騎手池添謙一は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンスリジエ号・ウズシオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月

10日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ウズシオ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月10日まで平地競走に出走できない。
※チーキーキュート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 京都競馬 第６日



04063 2月10日 晴 稍重 （31京都2）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：47．8
1：47．8

重
重

55 メ ス キ ー タ 牡3鹿 56 松山 弘平岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 516＋ 61：54．0 11．8�
33 ブラックウォーリア 牡3鹿 56 和田 竜二佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 500＋ 21：54．21� 3．2�
88 カフジストーム 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 4 〃 クビ 11．7�
89 � ワシントンテソーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 486＋ 41：54．41� 2．6�

22 ビルジキール 牡3黒鹿56 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 480＋ 81：54．71� 91．9�
66 ダイシンインディー 牡3栗 56 川田 将雅大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 524＋ 21：55．12� 6．3	
11 ハイオソラール 牡3鹿 56

54 △富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 492± 01：55．42 43．9

44 ティボリドライヴ 牝3栗 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－ 41：56．46 89．7�
77 ハギノオムイデアル 牡3鹿 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 478＋ 61：58．1大差 5．2�
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売 得 金
単勝： 32，437，200円 複勝： 39，032，400円 枠連： 8，639，600円
馬連： 54，488，500円 馬単： 31，832，300円 ワイド： 39，553，400円
3連複： 81，915，600円 3連単： 144，500，400円 計： 432，399，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 270円 � 160円 � 320円 枠 連（3－5） 1，770円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，150円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 26，300円

票 数

単勝票数 計 324372 的中 � 21881（6番人気）
複勝票数 計 390324 的中 � 33960（5番人気）� 79020（2番人気）� 26967（6番人気）
枠連票数 計 86396 的中 （3－5） 3769（8番人気）
馬連票数 計 544885 的中 �� 20966（10番人気）
馬単票数 計 318323 的中 �� 4856（20番人気）
ワイド票数 計 395534 的中 �� 16667（10番人気）�� 8419（12番人気）�� 18004（8番人気）
3連複票数 計 819156 的中 ��� 15809（15番人気）
3連単票数 計1445004 的中 ��� 3982（88番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―13．0―12．7―12．8―12．6―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．6―50．3―1：03．1―1：15．7―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メ ス キ ー タ 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 アルカセット デビュー 2018．11．18 東京7着

2016．4．19生 牡3鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 5戦2勝 賞金 13，300，000円

04064 2月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（31京都2）第6日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30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

78 メイショウダッサイ 牡6黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 520＋ 83：40．3 1．6�
33 アズマタックン 牡6青鹿62 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 520＋ 43：40．61� 13．9�
11 クリュティエ 牝5鹿 58 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 456± 03：40．7� 128．4�
55 アットザトップ �5栗 60 平沢 健治�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 460＋ 63：41．12� 5．1�
79 メイショウタカモリ 牡5芦 60 田村 太雅松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 524＋28 〃 クビ 88．0�
44 アグリッパーバイオ 牡8黒鹿60 高田 潤バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋20 〃 ハナ 4．7	
66 キズナエンドレス 牝8鹿 58 五十嵐雄祐関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 478＋ 43：41．42 74．6

67 シゲルボスザル 牡5黒鹿60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 478＋183：41．5� 26．3�
811 スズカホワイト �5芦 60 小坂 忠士永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 506＋ 83：42．13� 20．4�
810 ショウナンバローロ 牡4鹿 59 草野 太郎国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 524＋143：42．31� 109．4
22 	 スズカグランデ �8栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 456＋ 23：42．4クビ 22．4�
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売 得 金
単勝： 21，224，400円 複勝： 28，045，800円 枠連： 9，157，100円
馬連： 34，630，600円 馬単： 21，330，900円 ワイド： 23，768，500円
3連複： 56，849，700円 3連単： 92，521，400円 計： 287，528，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 270円 � 1，430円 枠 連（3－7） 1，010円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，040円 �� 10，430円

3 連 複 ��� 21，610円 3 連 単 ��� 55，800円

票 数

単勝票数 計 212244 的中 � 102310（1番人気）
複勝票数 計 280458 的中 � 150111（1番人気）� 15734（4番人気）� 2210（11番人気）
枠連票数 計 91571 的中 （3－7） 6973（4番人気）
馬連票数 計 346306 的中 �� 26000（3番人気）
馬単票数 計 213309 的中 �� 10265（5番人気）
ワイド票数 計 237685 的中 �� 15192（4番人気）�� 1913（25番人気）�� 549（48番人気）
3連複票数 計 568497 的中 ��� 1973（50番人気）
3連単票数 計 925214 的中 ��� 1202（145番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡6黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 障害：7戦2勝 賞金 40，734，000円
〔制裁〕 メイショウダッサイ号の騎手森一馬は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被

害馬：5番・3番）



04065 2月10日 晴 良 （31京都2）第6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

713 マルモネオフォース 牝3鹿 54
52 △富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 488± 01：35．9 3．8�

48 キングオブコージ 牡3鹿 56 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 61：36．11� 12．3�

815 エッセンツァ 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 528± 01：36．2� 5．4�
714 ラインエミネント 牡3鹿 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470－ 41：36．3� 32．2�
12 マイエンフェルト 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 438－ 61：36．4� 4．0�
35 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480± 01：36．71� 10．9

510 ズヴィズダー 牝3鹿 54 四位 洋文	KTレーシング 武 英智 様似 猿倉牧場 384± 0 〃 ハナ 125．7�
24 マッケンユウ �3鹿 56 松若 風馬北側 雅勝氏 池添 兼雄 日高 目黒牧場 446－ 41：36．91� 39．3�
47 ビ ュ ブ リ ス 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 478 ―1：37．53� 19．7
612 マニピュレート 牝3栗 54 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 418－141：38．03 372．0�
816 レ ス ト ン ベ 牝3青鹿54 幸 英明	Shadow 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：38．1� 142．9�
59 ヴァリアント 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 	カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 464－ 41：38．31� 5．5�

36 ア ル マ ン ド 牝3青鹿54 池添 謙一	キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 392 ―1：38．51� 54．8�
611 ファビュラスギフト 牝3鹿 54 藤岡 佑介 	グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 460＋101：38．81� 17．4�
23 シンボリサージュ 牝3栗 54 城戸 義政シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 436± 01：39．43� 535．2�
11 タイセイチーフ 牡3鹿 56 国分 恭介田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 472± 01：41．010 189．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，201，400円 複勝： 53，575，300円 枠連： 14，525，400円
馬連： 67，113，700円 馬単： 27，763，000円 ワイド： 49，874，600円
3連複： 92，116，700円 3連単： 101，697，300円 計： 443，867，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 310円 � 210円 枠 連（4－7） 1，250円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 700円 �� 400円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 16，790円

票 数

単勝票数 計 372014 的中 � 77222（1番人気）
複勝票数 計 535753 的中 � 114397（1番人気）� 36377（6番人気）� 63902（4番人気）
枠連票数 計 145254 的中 （4－7） 8975（4番人気）
馬連票数 計 671137 的中 �� 24366（7番人気）
馬単票数 計 277630 的中 �� 5433（10番人気）
ワイド票数 計 498746 的中 �� 17843（7番人気）�� 34409（3番人気）�� 11294（15番人気）
3連複票数 計 921167 的中 ��� 23366（7番人気）
3連単票数 計1016973 的中 ��� 4391（38番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．2―12．2―12．0―12．5―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．3―46．5―58．5―1：11．0―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルモネオフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．16 阪神7着

2016．3．9生 牝3鹿 母 マルモセーラ 母母 マ イ ク ロ ス 6戦1勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 ラインエミネント号の騎手森一馬は，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10，000円。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイチーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月10日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 タイセイチーフ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月10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 フジマサディープ号

04066 2月10日 晴 良 （31京都2）第6日 第6競走 2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

714 メイショウハナグシ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 新冠 八木 明広 470 ―2：06．1 14．1�
24 ダイアナブライト 牝3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438 ―2：06．31� 3．7�
612 イ グ ナ ー ツ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―2：06．51� 2．0�
816 ハクサンカイザー 牡3栗 56 松若 風馬河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 470 ―2：06．6� 72．2�
713 シーリアスラブ 牡3鹿 56 高倉 稜吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478 ―2：06．81� 8．4�
815 ヒルノバーゼル 牡3鹿 56 幸 英明	ヒルノ 西村 真幸 浦河 辻 牧場 478 ―2：07．11� 27．2

11 フ ュ ラ ー 牝3鹿 54 城戸 義政宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 白井牧場 438 ―2：07．2� 150．6�
59 ルビーガール 牝3黒鹿54 松山 弘平 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 434 ―2：07．3� 71．7�
47 アドアパルス 牝3黒鹿54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 402 ―2：07．51� 169．6
48 タイセイフルーヴ 牡3黒鹿56 和田 竜二田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 500 ―2：08．03 9．8�
36 デルマディジョン 牝3鹿 54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 498 ―2：08．42� 213．2�
35 ジャスパーケイ 牡3鹿 56 四位 洋文加藤 和夫氏 森 秀行 新ひだか 橋本牧場 488 ―2：09．25 21．1�
23 エルラティオ 牡3青鹿56 国分 恭介	G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―2：09．41� 71．4�
12 ワンダーグロウス 牝3黒鹿54 田中 健山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 482 ―2：09．61� 290．0�
611 オルディーインラヴ 牡3鹿 56 岩田 康誠ニューワールドレー

シング	 松田 国英 様似 様似渡辺牧場 498 ―2：10．34 20．0�
510 ウェイクール 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 530 ―2：18．7大差 55．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，139，000円 複勝： 38，821，300円 枠連： 17，124，900円
馬連： 57，936，600円 馬単： 29，352，900円 ワイド： 38，817，800円
3連複： 78，006，100円 3連単： 98，772，900円 計： 396，971，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 260円 � 140円 � 110円 枠 連（2－7） 870円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 710円 �� 520円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 17，910円

票 数

単勝票数 計 381390 的中 � 21533（5番人気）
複勝票数 計 388213 的中 � 25257（5番人気）� 70929（2番人気）� 120154（1番人気）
枠連票数 計 171249 的中 （2－7） 15235（3番人気）
馬連票数 計 579366 的中 �� 19876（7番人気）
馬単票数 計 293529 的中 �� 3608（20番人気）
ワイド票数 計 388178 的中 �� 12157（8番人気）�� 17383（5番人気）�� 60136（1番人気）
3連複票数 計 780061 的中 ��� 35894（3番人気）
3連単票数 計 987729 的中 ��� 3998（44番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．8―13．5―12．8―12．9―12．8―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―38．5―52．0―1：04．8―1：17．7―1：30．5―1：42．5―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．6
1
3
16，8－9（2，4，14）－（1，12）－（6，10，13）－3，7－5，15，11
16，8，9（4，14）15（1，12，13）2（6，7）＝5（3，11）－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウハナグシ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2016．3．12生 牝3鹿 母 メイショウガザニア 母母 メイショウモモカ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェイクール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アイアムレジェンド号・カリボール号・キーシグナル号・グレートベースン号・タイキデセーオ号・

レンジャーガール号



04067 2月10日 晴 稍重 （31京都2）第6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

814 セトノシャトル 牡4栗 57 岩田 康誠難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 B516－ 41：12．5 2．5�
46 クリノサンレオ 牡6栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 472＋181：12．81� 9．8�
22 メイショウキタグニ 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 472－ 6 〃 クビ 31．3�
610 ヴァリーゲイト 牡5栗 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 480－ 21：13．01� 6．2�
711 クリスエステソーロ 牡4鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 514＋ 41：13．1クビ 23．4�
45 � ラインジェット 牡5黒鹿57 池添 謙一大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442± 0 〃 クビ 4．6	
69 テイエムヨハネス 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 510＋121：13．2� 5．0

712� エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 畑端 省吾宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500＋ 21：13．41� 46．2�
34 � リッカクロフネ 牡7芦 57 松若 風馬立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 484＋ 41：13．71� 46．4�
57 メイショウバンダイ 牡6栗 57

55 △富田 暁松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 462－ 41：14．02 122．5
58 � マラビージャ 牡4鹿 57 国分 恭介古賀 慎一氏 村山 明 新ひだか 村上牧場 432－ 2 〃 ハナ 259．6�
813� イチザティアラ 牝4黒鹿55 高倉 稜奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 452－ 21：14．53 333．1�
33 ディープウォーリア 牡5黒鹿57 小牧 太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 468± 01：14．6� 21．9�
11 � ジ ャ ン ヌ 牝5栗 55 城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 作田 誠二 安平 ノーザンファーム 384－ 21：15．77 441．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，314，300円 複勝： 36，609，300円 枠連： 17，862，200円
馬連： 67，222，500円 馬単： 31，229，600円 ワイド： 40，910，600円
3連複： 88，892，800円 3連単： 115，369，500円 計： 429，410，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 250円 � 510円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，190円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 23，070円

票 数

単勝票数 計 313143 的中 � 98301（1番人気）
複勝票数 計 366093 的中 � 89845（1番人気）� 34698（5番人気）� 13825（8番人気）
枠連票数 計 178622 的中 （4－8） 37803（1番人気）
馬連票数 計 672225 的中 �� 45241（4番人気）
馬単票数 計 312296 的中 �� 14146（4番人気）
ワイド票数 計 409106 的中 �� 22283（4番人気）�� 8690（13番人気）�� 3865（28番人気）
3連複票数 計 888928 的中 ��� 8587（26番人気）
3連単票数 計1153695 的中 ��� 3625（79番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―11．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．4―47．3―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2017．11．3 京都12着

2015．5．16生 牡4栗 母 セトノウインド 母母 シンウインド 12戦2勝 賞金 22，600，000円

04068 2月10日 曇 稍重 （31京都2）第6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 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

814 フィールドセンス 牡5鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 544－ 41：52．9 2．4�
712 レ ン ト ラ ー �7黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 462＋141：53．11� 6．5�
58 スーパーライナー 牡6鹿 57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500＋12 〃 アタマ 4．4�
813 セイリスペクト 牡4黒鹿56 国分 恭介金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B478＋ 21：53．2� 18．6�
45 ダンサクドゥーロ 牡5芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 522± 01：53．51� 16．1�
69 キーフラッシュ 牡4栗 56 岩田 康誠北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 498＋ 6 〃 クビ 10．2	
34 アフターバーナー �5鹿 57 池添 謙一ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512－ 81：53．6� 64．8

711 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 古川 吉洋中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 484＋ 41：53．7� 110．7�
57 ダノンロッソ 牡5青鹿57 四位 洋文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 454＋101：53．8� 30．6
33 � スターライトブルー 牡5黒鹿57 幸 英明青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 41：53．9� 34．1�
22 ウォーターマーズ �5芦 57 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B530＋141：54．0クビ 30．6�
610 シュンノカミ 牡5青鹿 57

56 ☆坂井 瑠星石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 504＋ 61：54．21� 140．6�
11 � スズカマサル 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 450＋ 2 〃 ハナ 15．0�
46 � ウインガーネット 牝6黒鹿55 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 520＋ 21：54．73 16．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，228，700円 複勝： 44，059，000円 枠連： 16，764，800円
馬連： 74，423，500円 馬単： 31，246，900円 ワイド： 50，609，400円
3連複： 106，801，100円 3連単： 126，111，200円 計： 482，244，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 190円 � 160円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 370円 �� 290円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 322287 的中 � 104586（1番人気）
複勝票数 計 440590 的中 � 107296（1番人気）� 51483（3番人気）� 64713（2番人気）
枠連票数 計 167648 的中 （7－8） 17782（2番人気）
馬連票数 計 744235 的中 �� 66594（2番人気）
馬単票数 計 312469 的中 �� 17254（2番人気）
ワイド票数 計 506094 的中 �� 35365（2番人気）�� 47315（1番人気）�� 18363（6番人気）
3連複票数 計1068011 的中 ��� 73848（1番人気）
3連単票数 計1261112 的中 ��� 19966（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．4―50．1―1：02．9―1：15．8―1：28．2―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
13－14（3，12）8（1，9）－5（2，10）4，7，11－6
13，14（3，12）（8，9）（1，5，10）7，4（2，11）－6

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

勝馬の
紹 介

フィールドセンス �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神3着

2014．5．1生 牡5鹿 母 クロスザレイチェル 母母 ハローレイチェル 17戦4勝 賞金 54，901，000円
※アフターバーナー号・ダンサクドゥーロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04069 2月10日 曇 良 （31京都2）第6日 第9競走 ��2，400�
しょうらい

松籟ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，30．2．10以降31．2．3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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

88 シャルドネゴールド 牡4栗 56 福永 祐一青芝商事� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム 462＋122：28．4 1．9�

33 マイハートビート 牡4鹿 56 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462－ 82：28．5� 2．9�
66 ア ク ー ト 牡6鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 434－ 22：28．81� 15．2�
55 � スティルウォーター 牝6黒鹿52 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 424＋ 4 〃 クビ 18．5�
22 アルメリアブルーム 牝5鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 434＋ 4 〃 ハナ 7．2	
44 スズカルパン 牡10鹿 53 坂井 瑠星永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 478－ 22：28．9クビ 48．8

77 サ ラ ス 牝4鹿 52 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 534＋ 4 〃 ハナ 10．4�
11 エクセレントミスズ 牡6鹿 53 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 468＋102：29．53� 51．9�
89 � エリモジパング 牡9青鹿50 酒井 学山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 466－ 82：30．35 163．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，864，000円 複勝： 63，469，700円 枠連： 14，216，100円
馬連： 97，143，300円 馬単： 55，079，300円 ワイド： 59，037，200円
3連複： 132，214，000円 3連単： 285，905，700円 計： 760，929，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 160円 �� 380円 �� 380円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 538640 的中 � 218587（1番人気）
複勝票数 計 634697 的中 � 270216（1番人気）� 133100（2番人気）� 45403（5番人気）
枠連票数 計 142161 的中 （3－8） 36412（1番人気）
馬連票数 計 971433 的中 �� 266246（1番人気）
馬単票数 計 550793 的中 �� 88614（1番人気）
ワイド票数 計 590372 的中 �� 118459（1番人気）�� 33759（5番人気）�� 33759（5番人気）
3連複票数 計1322140 的中 ��� 116968（3番人気）
3連単票数 計2859057 的中 ��� 94063（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．0―37．3―50．3―1：03．2―1：15．9―1：28．8―1：41．5―1：53．5―2：05．4―2：16．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャルドネゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．8．6 新潟3着

2015．3．20生 牡4栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 10戦4勝 賞金 73，289，000円

04070 2月10日 曇 稍重 （31京都2）第6日 第10競走 ��1，800�
きたやま

北山ステークス
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，4歳56�5歳以上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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

59 リアンヴェリテ 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486＋ 61：51．8 5．6�

35 メイショウエイコウ 牡5鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 454＋ 21：52．33 5．9�
712 フリーフリッカー 牡5鹿 57 浜中 俊�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 2 〃 ハナ 6．5�
22 � スウィングビート 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 496＋ 81：52．51� 6．6�
46 クリノライメイ 牡5青鹿57 川田 将雅栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 504＋ 21：52．6� 8．6	
611 ビッグアイランド 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 B536＋101：52．81	 5．7

34 ウインユニファイド 牡7黒鹿57 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B530＋ 61：52．9� 18．0�
58 レッドウィズダム 牡6鹿 57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 508＋ 2 〃 同着 27．1�
713 イーストオブザサン 牡6黒鹿57 岡田 祥嗣三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 490＋201：53．0� 68．0
47 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿55 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 458－10 〃 アタマ 102．3�
23 クリノリトミシュル 牝6鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 500－ 61：53．1クビ 15．0�
814 エンクエントロス 牡7鹿 57 松山 弘平山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B500＋ 41：54．05 11．1�
610� ディープオーパス 牡6芦 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B500＋ 41：54．21	 36．1�
11 マイネルトゥラン 牡6黒鹿57 幸 英明 �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 B508＋ 61：54．62� 150．0�
815 セイカエドミザカ 牡6栗 57 松若 風馬久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 484－ 41：55．87 250．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，590，400円 複勝： 77，061，600円 枠連： 36，111，200円
馬連： 170，898，500円 馬単： 62，004，900円 ワイド： 94，373，000円
3連複： 241，894，800円 3連単： 275，125，600円 計： 1，009，060，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 210円 � 210円 枠 連（3－5） 1，270円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 710円 �� 800円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 21，730円

票 数

単勝票数 計 515904 的中 � 73599（1番人気）
複勝票数 計 770616 的中 � 96249（2番人気）� 92762（4番人気）� 97470（1番人気）
枠連票数 計 361112 的中 （3－5） 21875（4番人気）
馬連票数 計1708985 的中 �� 68181（5番人気）
馬単票数 計 620049 的中 �� 12573（9番人気）
ワイド票数 計 943730 的中 �� 33995（3番人気）�� 29915（9番人気）�� 41046（1番人気）
3連複票数 計2418948 的中 ��� 44349（5番人気）
3連単票数 計2751256 的中 ��� 9179（24番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．2―12．1―12．3―12．4―12．5―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―36．9―49．0―1：01．3―1：13．7―1：26．2―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアンヴェリテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．11．26 東京3着

2014．5．22生 牡5鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 16戦4勝 賞金 54，123，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



04071 2月10日 晴 良 （31京都2）第6日 第11競走
第112回農林水産省賞典

��2，200�京 都 記 念（ＧⅡ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，30．2．10以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，30．2．9以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

68 ダンビュライト 牡5黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：14．8 8．5�
710 ステイフーリッシュ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 3．4�
812 マ カ ヒ キ 牡6鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 514＋102：14．9クビ 4．4�
67 パフォーマプロミス 牡7栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 6．0�
44 ケ ン ト オ ー 牡7黒鹿56 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 474＋ 42：15．0� 80．9	
55 ブラックバゴ 牡7黒鹿56 池添 謙一 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 ハナ 20．6

56 � ダッシングブレイズ 牡7栗 56 松山 弘平グリーンフィールズ� 斉藤 崇史 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

510＋ 2 〃 クビ 180．8�
811 タイムフライヤー 牡4鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 22：15．21� 6．3�
22 ノーブルマーズ 牡6栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 498＋ 42：15．41� 5．7
79 カフジプリンス 牡6栗 56 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 538＋24 〃 ハナ 137．0�
11 ハ ー ト レ ー 	6鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474＋ 62：16．14 25．2�
33 アクションスター 牡9栗 56 国分 恭介福井 明氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 02：16．95 400．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 211，744，800円 複勝： 273，380，100円 枠連： 113，157，500円
馬連： 794，474，000円 馬単： 301，149，500円 ワイド： 375，371，000円
3連複： 1，220，764，200円 3連単： 2，151，153，000円 計： 5，441，194，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 140円 � 180円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 530円 �� 790円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 17，060円

票 数

単勝票数 計2117448 的中 � 198576（6番人気）
複勝票数 計2733801 的中 � 267882（6番人気）� 583281（1番人気）� 378308（4番人気）
枠連票数 計1131575 的中 （6－7） 142112（3番人気）
馬連票数 計7944740 的中 �� 405983（6番人気）
馬単票数 計3011495 的中 �� 63659（21番人気）
ワイド票数 計3753710 的中 �� 179798（7番人気）�� 115117（15番人気）�� 245587（3番人気）
3連複票数 計12207642 的中 ��� 416620（8番人気）
3連単票数 計21511530 的中 ��� 91372（70番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．1―13．1―13．0―12．2―12．2―12．0―11．9―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．1―37．2―50．3―1：03．3―1：15．5―1：27．7―1：39．7―1：51．6―2：02．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンビュライト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．9 中京1着

2014．3．3生 牡5黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 17戦4勝 賞金 274，635，000円
［他本会外：1戦0勝］

04072 2月10日 晴 良 （31京都2）第6日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （芝・右・外）

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
1：19．0
1：19．0

良
良

11 ライトオンキュー 牡4鹿 57 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 21：22．3 5．9�

33 メイショウイサナ 牡4栗 57 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 522－ 21：22．51� 15．6�
710 ガ ゼ ボ 牡4青 57 福永 祐一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 534＋ 21：22．6� 4．5�
45 キラーコンテンツ 牡5鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋14 〃 クビ 4．5�
69 ベ ル カ プ リ 牝5鹿 55 四位 洋文合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－ 21：22．7� 39．9�
812 サヤカチャン 牝4鹿 55 高倉 稜瀬谷 	雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 458－ 21：22．91� 45．9

813 タイセイソニック 牡4黒鹿57 藤岡 佑介田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 456－101：23．0	 8．3�
711 デルニエオール 牝4栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 61：23．21� 10．0�
57 ティルナノーグ 
7鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 8 〃 ハナ 23．1
44 グランドロワ 牡5栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B496－ 21：23．3クビ 4．4�
56 イノバティブ 牡5鹿 57 松若 風馬畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 460－101：23．4� 35．2�
68 ヴ ェ ゼ ー ル 牡6栗 57 岡田 祥嗣畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 560－ 61：23．5	 89．0�
22 � 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 498＋ 21：23．6� 223．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，940，900円 複勝： 89，074，500円 枠連： 44，059，600円
馬連： 162，268，800円 馬単： 61，765，000円 ワイド： 96，004，500円
3連複： 227，294，300円 3連単： 303，235，800円 計： 1，053，643，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 360円 � 190円 枠 連（1－3） 4，060円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 700円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 34，480円

票 数

単勝票数 計 699409 的中 � 93451（4番人気）
複勝票数 計 890745 的中 � 110851（4番人気）� 54615（7番人気）� 135116（3番人気）
枠連票数 計 440596 的中 （1－3） 8406（14番人気）
馬連票数 計1622688 的中 �� 30244（18番人気）
馬単票数 計 617650 的中 �� 7212（31番人気）
ワイド票数 計 960045 的中 �� 16951（20番人気）�� 36528（6番人気）�� 23177（14番人気）
3連複票数 計2272943 的中 ��� 29885（22番人気）
3連単票数 計3032358 的中 ��� 6375（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．6―47．1―59．1―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライトオンキュー �
�
父 Shamardal �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2017．11．5 京都3着

2015．4．22生 牡4鹿 母 グレイトタイミング 母母 Rumors Are Flying 8戦3勝 賞金 30，610，000円

４レース目



（31京都2）第6日 2月10日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 155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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

323，410，000円
7，710，000円
21，080，000円
1，950，000円
38，720，000円
2，000，000円
63，489，500円
4，874，200円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
635，289，600円
881，020，000円
317，135，000円
1，689，589，900円
717，602，100円
947，939，500円
2，490，347，200円
3，944，806，200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 11，623，729，500円

総入場人員 24，216名 （有料入場人員 23，260名）
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