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04037 2月9日 晴 良 （2京都2） 第4日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

11 シ ン シ テ ィ 牝3黒鹿54 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 462＋ 41：11．9 11．3�
12 ファイヤーテーラー 牝3栗 54 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 474± 01：12．22 3．8�
36 アサカディオネ 牝3栗 54 中井 裕二�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 448－ 21：12．41� 1．6�
816 リリーミニスター �3芦 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 474－ 21：13．14 19．9�
612 ヴェッツラー 牡3栗 56 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434± 01：13．95 9．6�
23 コマノウインクル 牡3黒鹿56 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 486＋ 2 〃 ハナ 17．9	
815 プリサイスショット 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 小林 仁 508＋ 21：14．0� 23．5

510 タガノコットン 牡3栗 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 41：14．1� 73．8�
713 カ ミ ー ノ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 B482＋ 41：14．42 117．3
611 ミキノエイトビート 牝3鹿 54 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 430－ 21：14．61� 131．5�
35 メイショウウラコイ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 坂口 智康 浦河 林 孝輝 454± 01：14．81 351．7�
47 メイショウギンレイ 牡3芦 56 藤井勘一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 428＋ 8 〃 ハナ 187．7�
48 オースミプリンセス 牝3栗 54 松山 弘平�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 456＋ 2 〃 ハナ 168．8�
59 ブルベアエーカー 牡3黒鹿56 岩崎 翼 �ブルアンドベア 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486± 01：15．01 174．7�
714 ム ー ト 牡3黒鹿56 国分 恭介巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 436± 01：15．53 653．1�
24 トーホウウルマン 牡3鹿 56 北村 友一東豊物産� 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：15．71� 188．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，495，800円 複勝： 75，165，300円 枠連： 15，469，700円
馬連： 55，375，600円 馬単： 34，415，200円 ワイド： 52，224，500円
3連複： 97，575，500円 3連単： 137，774，600円 計： 504，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連（1－1） 2，090円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 470円 �� 330円 �� 150円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 11，250円

票 数

単勝票数 計 364958 的中 � 25787（4番人気）
複勝票数 計 751653 的中 � 46465（3番人気）� 112571（2番人気）� 425100（1番人気）
枠連票数 計 154697 的中 （1－1） 5733（7番人気）
馬連票数 計 553756 的中 �� 22752（7番人気）
馬単票数 計 344152 的中 �� 5794（14番人気）
ワイド票数 計 522245 的中 �� 22739（6番人気）�� 34417（3番人気）�� 119019（1番人気）
3連複票数 計 975755 的中 ��� 84642（2番人気）
3連単票数 計1377746 的中 ��� 8874（35番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．8―46．9―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．1
3 1（6，16）（2，11）13，15，8（7，12）3（9，10）－（4，5，14） 4 1，6（2，16）－11，13－（8，15）12（3，7）10，9（4，5，14）

勝馬の
紹 介

シ ン シ テ ィ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．1．18 京都3着

2017．4．17生 牝3黒鹿 母 ジェネロシティー 母母 バグワイザー 2戦1勝 賞金 6，600，000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〕 カミーノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月9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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴッドカーヌスティ号
（非抽選馬） 1頭 メメモンロー号

04038 2月9日 晴 良 （2京都2） 第4日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

610 クールインパクト 牡3栗 56 川田 将雅佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 496＋ 21：56．2 3．4�
59 パイプライナー 牡3芦 56 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 508＋ 61：56．3� 18．7�
34 ロワシャンパーニュ 牡3青鹿56 藤井勘一郎大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 426± 01：56．72� 13．1�
47 ロッシュローブ 牡3青鹿 56

54 △岩田 望来水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472－ 21：56．8クビ 13．4�
713 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿56 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 478－ 41：57．01� 297．2�
712 ボントンルレ 牡3鹿 56 北村 友一ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：57．1� 192．9	
22 クリノキングボス 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 472± 0 〃 ハナ 12．2

58 ルベルアージ 牡3黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 武 幸四郎 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 21：57．2� 1．7�
814 ウォーターモースト 牡3鹿 56 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 444± 01：57．51� 302．0�
815 ア サ シ ン 牡3栗 56 A．シュタルケ 中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋121：57．82 32．5
（独）

611 ブルベアカイリ 牡3栗 56 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 512＋ 81：57．9� 71．7�
35 タガノビーザライト 牡3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 4 〃 アタマ 147．1�
23 キングズジェム 牡3黒鹿56 太宰 啓介加藤 千豊氏 木原 一良 平取 清水牧場 462± 01：58．0� 40．9�
46 メイショウワシュウ 牡3栗 56 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 522－ 21：58．63� 300．3�
11 クリノビックネーム 牡3栗 56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 504－ 62：01．1大差 247．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，433，900円 複勝： 52，843，600円 枠連： 12，626，300円
馬連： 53，795，900円 馬単： 30，323，700円 ワイド： 44，008，600円
3連複： 82，102，200円 3連単： 120，996，000円 計： 429，130，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 600円 � 300円 枠 連（5－6） 190円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 860円 �� 510円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 26，970円

票 数

単勝票数 計 324339 的中 � 75803（2番人気）
複勝票数 計 528436 的中 � 94073（2番人気）� 19032（6番人気）� 43538（3番人気）
枠連票数 計 126263 的中 （5－6） 51246（1番人気）
馬連票数 計 537959 的中 �� 16382（9番人気）
馬単票数 計 303237 的中 �� 5106（15番人気）
ワイド票数 計 440086 的中 �� 13034（9番人気）�� 23405（4番人気）�� 5744（18番人気）
3連複票数 計 821022 的中 ��� 8426（19番人気）
3連単票数 計1209960 的中 ��� 3252（73番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．6―13．4―13．2―13．0―12．9―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．3―51．7―1：04．9―1：17．9―1：30．8―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クールインパクト �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．6．16 函館9着

2017．4．2生 牡3栗 母 ラクテウスオルビス 母母 スターフェスタ 7戦1勝 賞金 7，850，000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。

第２回 京都競馬 第４日



04039 2月9日 晴 良 （2京都2） 第4日 第3競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走11時00分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

710 アウトウッズ 牡3鹿 56
54 △岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 526＋ 81：12．7 3．1�

22 ロ マ ネ ス ク 牝3青鹿54 池添 謙一�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 418－ 21：13．02 9．0�

79 タイガーサイレンス 牡3青鹿56 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 440－ 11：13．31� 70．8�
68 ゴーゴーチアフル 牝3栗 54 幸 英明上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 494± 01：13．51� 5．6�
11 マ テ ィ ア ス 牡3栗 56 坂井 瑠星本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 484＋101：13．6クビ 6．8�
55 	 ピ ン シ ャ ン 牡3栗 56 武 豊冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 458－ 41：13．92 2．5	
56 フ ィ ニ ア ル 牝3栗 54 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 436－ 21：14．32� 71．5

67 
 エイシンタンチョウ 牡3鹿 56 北村 友一�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 472－ 61：14．61� 58．7�
811 スピーニディローザ 牝3栗 54 伴 啓太矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 438－ 41：14．81� 367．5�
44 エイシンシャンツェ 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高村牧場 464－ 4 〃 クビ 24．1
33 イエロージニア 牝3栗 54 川須 栄彦林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 428－ 61：15．33 191．7�
812 エコロアーサー 牡3栗 56 松山 弘平原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 454－ 41：15．4� 112．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，278，000円 複勝： 51，298，400円 枠連： 9，941，300円
馬連： 60，684，300円 馬単： 35，296，100円 ワイド： 48，548，600円
3連複： 83，822，000円 3連単： 130，205，400円 計： 459，074，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 240円 � 950円 枠 連（2－7） 1，360円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，110円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 27，360円 3 連 単 ��� 95，730円

票 数

単勝票数 計 392780 的中 � 98925（2番人気）
複勝票数 計 512984 的中 � 108485（2番人気）� 56186（4番人気）� 10299（7番人気）
枠連票数 計 99413 的中 （2－7） 5655（6番人気）
馬連票数 計 606843 的中 �� 32656（6番人気）
馬単票数 計 352961 的中 �� 11455（10番人気）
ワイド票数 計 485486 的中 �� 26444（5番人気）�� 3855（22番人気）�� 2037（36番人気）
3連複票数 計 838220 的中 ��� 2297（52番人気）
3連単票数 計1302054 的中 ��� 986（196番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．6―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウトウッズ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．6．15 阪神2着

2017．2．7生 牡3鹿 母 プ リ ー ム ス 母母 レジェンドトレイル 5戦2勝 賞金 18，500，000円

04040 2月9日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2京都2） 第4日 第4競走 2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時30分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：11．2良・重

22 � ブルベアセロリ 牝5鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 462＋ 23：23．8 29．7�
711� アーネストホープ �6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 486－ 63：24．01� 29．2�
68 � メイプルキング 牡7鹿 60 小坂 忠士節 英司氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 482＋ 43：24．21� 1．5�
813 ホウオウアクセル 牡4栗 59 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446± 03：24．52 5．5�
11 � クリノヒビキ �5栗 60 黒岩 悠栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 502± 03：24．81� 44．7�
56 シゲルシマダイ 牡7鹿 60 石神 深一森中 蕃氏 清水 英克 浦河 高野牧場 532＋103：24．9� 7．1	
69 � エ ミ ー リ オ 牡6鹿 60 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496－ 23：26．9大差 33．2

44 サクラザチェンジ 牡4栗 59 大江原 圭岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 494＋163：30．2大差 37．9�
812 マ ー ニ 牡4黒鹿 59

57 ▲三津谷隼人岡 浩二氏 	島 一歩 浦河 日進牧場 466＋163：30．3� 9．2�
710 ギャラントグリフ �7黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 522－ 23：31．57 76．2
57 � サイゴウパワー �4栗 59 草野 太郎西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 436－403：33．110 143．9�
33 � クリノカナロアオー �5黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 476＋14 （競走中止） 151．3�
45 ピエナキャプテン 牡4芦 59 田村 太雅本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 466－ 6 （競走中止） 148．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，286，500円 複勝： 46，016，600円 枠連： 11，324，800円
馬連： 35，832，000円 馬単： 24，875，900円 ワイド： 27，775，400円
3連複： 57，053，500円 3連単： 99，997，600円 計： 324，162，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，970円 複 勝 � 410円 � 450円 � 110円 枠 連（2－7） 15，000円

馬 連 �� 26，190円 馬 単 �� 71，200円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 750円 �� 720円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 197，540円

票 数

単勝票数 計 212865 的中 � 5727（6番人気）
複勝票数 計 460166 的中 � 10004（5番人気）� 9091（7番人気）� 314413（1番人気）
枠連票数 計 113248 的中 （2－7） 585（20番人気）
馬連票数 計 358320 的中 �� 1060（35番人気）
馬単票数 計 248759 的中 �� 262（79番人気）
ワイド票数 計 277754 的中 �� 1541（35番人気）�� 9807（7番人気）�� 10263（6番人気）
3連複票数 計 570535 的中 ��� 4973（24番人気）
3連単票数 計 999976 的中 ��� 367（357番人気）
上り 1マイル 1：51．1 4F 54．2－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ブルベアセロリ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 テイエムオペラオー

2015．3．15生 牝5鹿 母 トップコマチ 母母 トップジョリー 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ピエナキャプテン号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
クリノカナロアオー号は，1周目3号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ピエナキャプテン」号に触れ，転倒したため競走
中止。



04041 2月9日 曇 良 （2京都2） 第4日 第5競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時20分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

710 ハナビマンカイ 牡3芦 56
54 △岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 62：16．1 7．5�

44 アドマイヤメジャー 牡3鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：16．31 1．7�
56 デルマジェイド 牡3黒鹿56 国分 恭介浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 524＋ 22：16．51� 65．9�
33 デルマラッキーガイ 牡3黒鹿56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 アタマ 5．2�
22 モ リ ン ガ 牝3黒鹿54 岩崎 翼中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B488＋ 22：16．71	 167．0�
67 ヒートオンビート 牡3鹿 56 A．シュタルケ 	社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 466＋ 42：16．8	 4．9


（独）

811 ウォルフライエ 牡3鹿 56 藤井勘一郎�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋ 42：17．01� 69．2�
79 アズマエピカリス 牡3栗 56 和田 竜二東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 530± 02：17．21	 25．1�
55 キ ワ ミ 牡3栗 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B478＋ 62：17．94 20．5
11 コスモカモミール 牡3黒鹿56 国分 優作岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 444－ 42：19．8大差 155．0�
68 シゲルオリオンザ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 大林ファーム 492＋ 42：20．01� 318．2�
812
 ヴ ィ ト ー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人中辻 明氏 西園 正都 英 Mike Channon
Bloodstock Limited B488＋ 22：20．21	 263．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，248，500円 複勝： 59，679，300円 枠連： 10，610，500円
馬連： 47，963，000円 馬単： 33，494，000円 ワイド： 36，096，300円
3連複： 70，703，700円 3連単： 137，739，300円 計： 430，534，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 170円 � 110円 � 640円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 300円 �� 3，450円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 7，350円 3 連 単 ��� 34，230円

票 数

単勝票数 計 342485 的中 � 36243（4番人気）
複勝票数 計 596793 的中 � 54963（4番人気）� 340832（1番人気）� 9053（7番人気）
枠連票数 計 106105 的中 （4－7） 16273（3番人気）
馬連票数 計 479630 的中 �� 51498（3番人気）
馬単票数 計 334940 的中 �� 13169（6番人気）
ワイド票数 計 360963 的中 �� 35458（3番人気）�� 2419（24番人気）�� 6691（14番人気）
3連複票数 計 707037 的中 ��� 7212（19番人気）
3連単票数 計1377393 的中 ��� 2917（85番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．5―12．9―12．9―13．2―13．0―12．5―12．3―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．3―35．8―48．7―1：01．6―1：14．8―1：27．8―1：40．3―1：52．6―2：04．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハナビマンカイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．10．6 京都8着

2017．5．3生 牡3芦 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ヒートオンビート号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5

番）
ハナビマンカイ号の騎手岩田望来は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和2年2月22日から令和2年2月23日ま

で騎乗停止。（被害馬：4番）
〔3走成績による出走制限〕 ヴィトー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月9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。

04042 2月9日 曇 良 （2京都2） 第4日 第6競走 ��
��1，600�3歳新馬

発走12時50分 （芝・右）
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
1：30．3

良
良

36 アークフリゲート 牝3黒鹿54 岩崎 翼野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：37．8 22．4�
47 アドマイヤパンドラ 牝3芦 54 幸 英明近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450 ―1：37．9� 2．3�
48 ショウナンラクエン 牝3黒鹿54 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム 476 ―1：38．0� 20．1�
23 ナイトスターリリー 牝3栃栗54 藤井勘一郎上茶谷 一氏 飯田 雄三 浦河 ヒダカフアーム 446 ― 〃 アタマ 33．1�
816 タツハグンセイ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人鈴木 髙幸氏 	島 一歩 新冠 川上牧場 474 ―1：38．21� 15．8�
35 メイショウドンド 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 近藤牧場 454 ―1：38．3� 59．5�
24 デルフィナス 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗青芝商事	 羽月 友彦 新ひだか 三木田牧場 412 ―1：38．51
 168．7

815 ダンツエリーゼ 牝3青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 522 ―1：38．71
 5．2�
612 ノワールフレグラン 牝3青鹿 54

52 △岩田 望来 	グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 ハナ 5．8�
714 ラインプレジャー 牡3鹿 56 坂井 瑠星大澤 繁昌氏 長谷川浩大 浦河 中脇 満 478 ― 〃 クビ 23．7
713 ウ ラ ニ ア 牝3鹿 54 川島 信二田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 442 ―1：38．8� 328．4�
59 リ ピ ネ 牝3鹿 54 北村 友一	ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500 ― 〃 クビ 46．8�
11 ティーパーティー 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 454 ―1：38．9クビ 11．0�
510 ニホンピロアール 牡3栗 56 高倉 稜小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 506 ― 〃 クビ 116．1�
12 ガレットデロワ 牝3黒鹿54 松山 弘平水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 404 ―1：39．0クビ 13．0�
611 ゴーゴーワイザー 牝3鹿 54 田中 健上山 牧氏 大根田裕之 浦河 高昭牧場 412 ―1：39．42� 192．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，258，800円 複勝： 35，952，000円 枠連： 15，254，200円
馬連： 52，128，900円 馬単： 24，869，200円 ワイド： 40，516，300円
3連複： 69，756，500円 3連単： 83，258，800円 計： 354，994，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 520円 � 150円 � 380円 枠 連（3－4） 1，690円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 6，790円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，300円 �� 740円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 63，800円

票 数

単勝票数 計 332588 的中 � 11858（8番人気）
複勝票数 計 359520 的中 � 14279（8番人気）� 88752（1番人気）� 20675（7番人気）
枠連票数 計 152542 的中 （3－4） 6976（6番人気）
馬連票数 計 521289 的中 �� 17315（8番人気）
馬単票数 計 248692 的中 �� 2743（23番人気）
ワイド票数 計 405163 的中 �� 12581（7番人気）�� 3000（38番人気）�� 14533（6番人気）
3連複票数 計 697565 的中 ��� 5767（29番人気）
3連単票数 計 832588 的中 ��� 946（199番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．1―36．3―49．2―1：02．0―1：14．2―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アークフリゲート �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．4．3生 牝3黒鹿 母 チアフルスマイル 母母 ゴールデンカラーズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 アークフリゲート号は，馬場入場後膠着。発走地点への集合に遅れたため発走時刻3分遅延。
※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 アーモロート号・ウェルビーイング号・コウイチ号・スマートクラージュ号・ニーニャ号・ファイナリスト号・

メイショウレイゲツ号・ラヴィンツァラ号・ルーターズ号・ローレルオルブラン号



04043 2月9日 曇 良 （2京都2） 第4日 第7競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

11 アナザーラブソング 牡4栗 56 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 41：53．9 2．8�

44 ヒミノブルー 牡4青鹿56 幸 英明佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 530＋141：54．11� 3．8�
710	 ア オ テ ン 牡7鹿 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 516－ 81：54．52
 124．3�
813 ハ ー シ ェ ル 牡4黒鹿 56

54 △岩田 望来ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋121：54．82 8．6�

22 ゴールデンウェル 牡4栗 56 中井 裕二江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 476± 01：54．9� 116．2�
812 スペースクラフト �4芦 56 武 豊 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B496＋ 61：55．0クビ 3．9

69 ヴィジャランス 牡5青鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B554＋ 8 〃 クビ 8．1�
711 キングサムソン 牡8鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 81：55．1クビ 45．9�
56 メイショウオオタカ 牡4鹿 56 岩崎 翼松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 488± 01：55．2� 18．6
68 スズカブランコ 牡4栗 56 池添 謙一永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 460＋ 61：55．4� 40．5�
45 サンレイファイト 牡4栗 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 470＋ 2 〃 アタマ 83．2�
57 カ ガ ス タ ー 牡5鹿 57

56 ☆森 裕太朗香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 460± 01：55．61� 156．3�
33 オンワードハンター 牡9鹿 57 和田 竜二樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 476＋ 61：55．92 51．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，766，400円 複勝： 40，677，500円 枠連： 14，181，400円
馬連： 64，738，000円 馬単： 30，437，300円 ワイド： 47，169，600円
3連複： 87，770，700円 3連単： 118，404，700円 計： 440，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 � 1，260円 枠 連（1－4） 560円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 240円 �� 3，320円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 11，300円 3 連 単 ��� 40，170円

票 数

単勝票数 計 367664 的中 � 102273（1番人気）
複勝票数 計 406775 的中 � 93470（1番人気）� 74993（3番人気）� 5254（11番人気）
枠連票数 計 141814 的中 （1－4） 19295（3番人気）
馬連票数 計 647380 的中 �� 101236（1番人気）
馬単票数 計 304373 的中 �� 22644（1番人気）
ワイド票数 計 471696 的中 �� 61040（1番人気）�� 3224（31番人気）�� 2455（36番人気）
3連複票数 計 877707 的中 ��� 5823（34番人気）
3連単票数 計1184047 的中 ��� 2137（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―50．2―1：02．8―1：15．6―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アナザーラブソング �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．12．22 阪神4着

2016．3．30生 牡4栗 母 オールザットジャズ 母母 ダイヤモンドピサ 13戦2勝 賞金 20，600，000円
〔制裁〕 アオテン号の騎手丸田恭介は，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50，000円。（被害馬：2番・8番）
※出走取消馬 ナムラアイアイサー号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

04044 2月9日 曇 良 （2京都2） 第4日 第8競走 ��
��1，900�4歳以上2勝クラス

発走13時50分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

69 ロードブレス 牡4黒鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 510＋ 41：58．8 1．9�
33 ダンサクドゥーロ 牡6芦 57 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 クビ 10．2�

（独）

11 � ウインフォルティス 牡5鹿 57 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 498± 01：59．01	 26．6�
56 グレートウォリアー 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 520－ 41：59．1クビ 5．0�
68 ダンツチョイス 牝5栗 55 坂井 瑠星山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 460＋ 41：59．84 14．4	
812 モーニングサン 牡4鹿 56

54 △岩田 望来林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 460－ 62：00．44 14．0

45 ランドジュピター 牡6鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 464＋ 42：00．71
 32．5�
710 セヴィルロアー 牡6鹿 57 池添 謙一北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 500＋ 42：01．12� 31．2�
711 ダイシンクローバー 牡4黒鹿56 中井 裕二大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 484＋ 2 〃 ハナ 52．7
44 � ア ヴ ァ ン セ 牡4鹿 56 和田 竜二飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 474＋ 42：01．52� 6．9�
57 メイショウロセツ 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 510＋282：02．03 49．5�
22 サイモンジルバ 牝5鹿 55 丸田 恭介澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 462＋ 42：02．1� 217．5�
813 ダノンレグナム 牡4鹿 56 四位 洋文�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 518＋102：02．95 114．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，194，200円 複勝： 64，139，800円 枠連： 16，596，200円
馬連： 83，402，600円 馬単： 45，356，000円 ワイド： 68，704，700円
3連複： 118，093，700円 3連単： 167，263，100円 計： 615，750，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 210円 � 390円 枠 連（3－6） 770円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 410円 �� 680円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 11，420円

票 数

単勝票数 計 521942 的中 � 215443（1番人気）
複勝票数 計 641398 的中 � 176331（1番人気）� 71076（4番人気）� 31047（7番人気）
枠連票数 計 165962 的中 （3－6） 16517（3番人気）
馬連票数 計 834026 的中 �� 72948（3番人気）
馬単票数 計 453560 的中 �� 29471（3番人気）
ワイド票数 計 687047 的中 �� 46713（3番人気）�� 25547（7番人気）�� 9187（21番人気）
3連複票数 計1180937 的中 ��� 19907（14番人気）
3連単票数 計1672631 的中 ��� 10616（26番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．3―12．5―12．3―12．7―12．2―12．1―12．6―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．6―30．9―43．4―55．7―1：08．4―1：20．6―1：32．7―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードブレス �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2019．1．27 京都7着

2016．4．11生 牡4黒鹿 母 ミステリューズ 母母 レモンバーム 10戦3勝 賞金 26，250，000円
〔その他〕 アヴァンセ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。



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

かしはら

橿原ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

714 レッドルゼル 牡4鹿 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484± 01：10．9 1．4�
611 ロードラズライト �5青鹿57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 21：11．43 23．9�
815 スナークライデン 牡6芦 57 国分 恭介杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 482± 0 〃 クビ 40．5�
12 ベ ル ク リ ア 牝7芦 55 国分 優作水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 470＋ 21：11．82	 38．7�
713 シアーライン 牡7鹿 57 松山 弘平吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B536＋101：12．01 41．4�
510 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 57 岩田 望来一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B462－ 61：12．1	 257．9	
23 エターナルフレイム �6栗 57 加藤 祥太岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 528＋ 21：12．31	 144．8

816 ベルエスメラルダ 牝6黒鹿55 城戸 義政内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B446± 01：12．4
 396．5�
36 スピリットワンベル 牡5鹿 57 A．シュタルケ 鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 542－ 41：12．5	 15．6�

（独）

24 バーニングペスカ 牡5鹿 57 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 494± 01：12．71 31．0
612� シャワーブーケ 牝6栗 55 和田 竜二 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 482＋ 21：12．91� 82．4�
48 アユツリオヤジ 牡6栗 57 川須 栄彦 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 川 啓一 500± 01：13．32	 29．6�
59 � マラードザレコード �6青鹿57 幸 英明岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B476＋ 6 〃 クビ 9．0�
35 アサケパワー 牡6鹿 57 太宰 啓介大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 532＋101：13．61
 16．2�
47 レッドラウダ 牡7鹿 57 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B538＋141：13．91
 91．7�
11 ヒ イ ナ ヅ キ 牝4栗 55 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 41：14．53	 11．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，686，000円 複勝： 248，499，000円 枠連： 27，644，200円
馬連： 132，530，400円 馬単： 77，113，600円 ワイド： 100，379，500円
3連複： 204，023，200円 3連単： 325，117，800円 計： 1，173，993，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 330円 � 590円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，000円 �� 5，640円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 586860 的中 � 333463（1番人気）
複勝票数 計2484990 的中 � 1909869（1番人気）� 52613（6番人気）� 25652（11番人気）
枠連票数 計 276442 的中 （6－7） 30438（4番人気）
馬連票数 計1325304 的中 �� 132410（3番人気）
馬単票数 計 771136 的中 �� 61028（2番人気）
ワイド票数 計1003795 的中 �� 60748（4番人気）�� 25550（10番人気）�� 4241（55番人気）
3連複票数 計2040232 的中 ��� 20003（34番人気）
3連単票数 計3251178 的中 ��� 15839（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．6―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．1
3 ・（5，7，8）12－（1，9）（3，14，11）4（6，13）（2，10）（15，16） 4 ・（5，7，8）12（3，9，14）1（4，2，13，11）（6，10，15）－16

勝馬の
紹 介

レッドルゼル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．17 阪神3着

2016．3．25生 牡4鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 9戦4勝 賞金 66，916，000円
※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） 5頭 アヴァンティスト号・アカネサス号・ガンジー号・ディープミタカ号・メイショウアリソン号
※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。

04046 2月9日 曇 良 （2京都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，3勝クラス（1600万円以下）；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713� プリディカメント 牝5黒鹿55 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516± 01：09．6 2．3�

612 イ オ ラ ニ 	9黒鹿57 岩田 望来 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド B506＋181：09．7
 128．0�

11 ブライティアレディ 牝7青鹿55 A．シュタルケ 小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 440± 0 〃 クビ 9．0�
（独）

35 ヒルノマゼラン 	7黒鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B506＋ 6 〃 クビ 6．9�
47 グッドジュエリー 牝5芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 466± 0 〃 ハナ 5．7�
48 ニシノキントウン 牡5黒鹿57 松山 弘平西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 470＋ 2 〃 ハナ 11．4	
815� ペルペトゥオ 牝5鹿 55 坂井 瑠星吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 472－ 21：09．8クビ 33．7

12 ファミーユボヌール 牝6黒鹿55 藤井勘一郎原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 4 〃 クビ 50．5�
714 サラドリーム 牝5黒鹿55 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 428± 01：09．9クビ 63．3�
23 タマモメイトウ 牡4黒鹿57 北村 友一タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 488＋ 2 〃 クビ 17．5
611� ショウナンアリアナ 牝4鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 422± 0 〃 ハナ 13．6�
36 コロラトゥーレ 牝6鹿 55 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 484＋ 41：10．1 124．9�
24 クラウンルシフェル 牡9栗 57 高倉 稜�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B490－ 8 〃 アタマ 467．2�
59 マイネルパラディ 	6芦 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 478＋ 4 〃 ハナ 36．3�
816 タイセイソニック 牡5黒鹿57 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 474＋ 41：10．31
 16．5�
510 ペイシャルアス 牝5栗 55 国分 優作北所 直人氏 小笠 倫弘 浦河 杵臼斉藤牧場 500± 01：10．4クビ 360．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，276，400円 複勝： 86，430，300円 枠連： 33，612，000円
馬連： 181，609，000円 馬単： 72，468，400円 ワイド： 108，576，400円
3連複： 248，369，600円 3連単： 320，023，700円 計： 1，111，365，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，740円 � 230円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 19，180円 馬 単 �� 24，500円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 540円 �� 14，020円

3 連 複 ��� 42，350円 3 連 単 ��� 235，550円

票 数

単勝票数 計 602764 的中 � 207140（1番人気）
複勝票数 計 864303 的中 � 213358（1番人気）� 8755（13番人気）� 94944（4番人気）
枠連票数 計 336120 的中 （6－7） 21594（5番人気）
馬連票数 計1816090 的中 �� 7335（44番人気）
馬単票数 計 724684 的中 �� 2218（70番人気）
ワイド票数 計1085764 的中 �� 6569（40番人気）�� 56572（3番人気）�� 1891（76番人気）
3連複票数 計2483696 的中 ��� 4398（113番人気）
3連単票数 計3200237 的中 ��� 985（590番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．9―46．5―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 ・（15，4）（2，9）（8，11，16）（1，6，7，13）（5，14）（3，10，12） 4 ・（15，4）9（2，11）（8，16）1（6，7，13）（5，10，14，12）3

勝馬の
紹 介

�プリディカメント �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Cadeaux Genereux

2015．4．12生 牝5黒鹿 母 ジェネラスオプション 母母 Easy Option 8戦3勝 賞金 49，850，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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） 5頭 ショウナンタイガ号・スギノヴォルケーノ号・ダイトウキョウ号・ディーパワンサ号・パーリオミノル号
※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。

１レース目



04047 2月9日 曇 良 （2京都2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�第60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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

11 コ ル テ ジ ア 牡3青鹿56 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 21：48．3 29．8�

77 ストーンリッジ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 クビ 7．4�
（独）

88 アルジャンナ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．4	 1．5�
44 ギ ベ ル テ ィ 牡3黒鹿56 武 豊ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 21：48．82 7．1�
33 トゥルーヴィル 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 クビ 15．0	
66 サトノゴールド 牡3芦 56 幸 英明 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 ハナ 11．7

22 サイモンルモンド 
3栗 56 和田 竜二澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 440－ 41：49．54 62．9�
55 グ ラ ン レ イ 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 458＋ 61：50．13	 6．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 250，643，000円 複勝： 275，575，000円 枠連： 発売なし
馬連： 543，389，500円 馬単： 300，571，700円 ワイド： 267，986，700円
3連複： 604，615，800円 3連単： 1，726，469，600円 計： 3，969，251，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，980円 複 勝 � 310円 � 170円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 7，350円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 590円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 53，680円

票 数

単勝票数 計2506430 的中 � 67174（7番人気）
複勝票数 計2755750 的中 � 109196（7番人気）� 274489（3番人気）� 1419876（1番人気）
馬連票数 計5433895 的中 �� 60909（19番人気）
馬単票数 計3005717 的中 �� 23969（31番人気）
ワイド票数 計2679867 的中 �� 41007（19番人気）�� 110188（8番人気）�� 329088（2番人気）
3連複票数 計6046158 的中 ��� 154213（12番人気）
3連単票数 計17264696 的中 ��� 23316（150番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―12．8―12．5―12．2―11．4―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．7―49．5―1：02．0―1：14．2―1：25．6―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ル テ ジ ア 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．7．20 中京5着

2017．2．23生 牡3青鹿 母 シェルエメール 母母 ポンデローザ 6戦2勝 賞金 55，546，000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。

04048 2月9日 曇 良 （2京都2） 第4日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
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
1：21．7
1：20．3

重
不良

710 アスターソード 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 470＋ 21：24．5 4．1�
44 ケイアイターコイズ 牡4芦 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 528＋ 41：24．71� 2．5�
79 ピ ナ ク ル ズ �7黒鹿57 川須 栄彦ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 502－ 41：24．8� 30．2�
11 サンライズカラマ 牡6栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B508＋ 81：24．9� 4．1�
56 メイショウドウドウ 牡5黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484± 01：25．11	 13．7�
22 シアワセデス 牝7鹿 55 松山 弘平窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 494－ 41：25．2� 17．3	
811 ド ゥ リ ト ル 牡5黒鹿57 和田 竜二大林 一彦氏 村山 明 洞
湖 レイクヴィラファーム B504± 01：25．3クビ 64．7

67 プロネルクール 牝5鹿 55

53 △岩田 望来�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム B502± 01：25．4� 60．1�
812 ジュニエーブル 牡6鹿 57 丸田 恭介柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 41：25．61� 161．5�
33 ホープフルスター 牡6栗 57 幸 英明前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532± 01：25．81 80．5
68 アスターゴールド 牡6栗 57 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 498－ 41：25．9� 15．2�
55 ス カ ル バ ン 牡6鹿 57 坂井 瑠星椎名 節氏 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 504＋ 41：26．32� 10．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 59，985，000円 複勝： 58，814，800円 枠連： 28，271，500円
馬連： 143，805，500円 馬単： 62，607，200円 ワイド： 85，504，400円
3連複： 213，203，400円 3連単： 323，387，100円 計： 975，578，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 420円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，330円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 17，970円

票 数

単勝票数 計 599850 的中 � 114889（3番人気）
複勝票数 計 588148 的中 � 107780（2番人気）� 141707（1番人気）� 24194（8番人気）
枠連票数 計 282715 的中 （4－7） 44887（1番人気）
馬連票数 計1438055 的中 �� 233029（1番人気）
馬単票数 計 626072 的中 �� 38005（3番人気）
ワイド票数 計 855044 的中 �� 96571（1番人気）�� 14935（17番人気）�� 18700（15番人気）
3連複票数 計2132034 的中 ��� 39667（13番人気）
3連単票数 計3233871 的中 ��� 13046（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．5―47．4―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 4（5，9）（3，10）（2，7）（1，6）（11，12）8 4 4，9（5，10）3（2，7）（1，6）（11，12）8

勝馬の
紹 介

アスターソード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 More Than Ready デビュー 2017．8．27 札幌3着

2015．5．21生 牡5鹿 母 アスターヒューモア 母母 Saratoga Humor 18戦2勝 賞金 34，198，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ジュニエーブル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（2京都2）第4日 2月9日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

266，960，000円
29，720，000円
1，460，000円
29，520，000円
68，507，500円
5，330，500円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
715，552，500円
1，095，091，600円
195，532，100円
1，455，254，700円
771，828，300円
927，491，000円
1，937，089，800円
3，690，637，700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 10，788，477，700円

総入場人員 17，773名 （有料入場人員 16，903名）
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