
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

04025 2月4日 晴 稍重 （29京都2）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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 フォレストタウン 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 518－101：53．0 6．9�
12 キーグラウンド 牡3鹿 56 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 486± 01：53．74 24．8�
35 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 520－ 41：54．65 34．0�
611 オーサムバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 496＋ 2 〃 クビ 1．1�
23 ナムラシンウチ 牡3鹿 56 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 510± 01：54．81� 27．5�
713 プエルタデルソル 牡3栗 56

53 ▲荻野 極�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472± 01：55．22� 81．3	

24 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 蛯名 正義 
シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 496＋121：55．41� 149．4�
59 シ ン ウ チ 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 476－121：55．61� 31．9�
36 トモノセンス 牡3鹿 56 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 512－ 4 〃 クビ 86．8
510 ジューンスキント 牡3栗 56

55 ☆義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 462－ 61：56．23� 66．5�
47 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436＋ 21：56．94 65．8�
48 アーダルベルト 牡3鹿 56 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B432－ 21：57．11� 111．3�
815 ウエスタンアッレ 牡3鹿 56 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 506－ 4 〃 ハナ 267．3�
612 タイセイレイザー 牡3青鹿 56

53 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 476± 01：57．31 266．4�
816 モダンタキシード 牡3青鹿56 藤岡 佑介吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム 464＋ 21：58．04 124．9�
714 ナリタバード 牡3鹿 56 四位 洋文�オースミ 木原 一良 平取 稲原牧場 498± 01：58．21� 72．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，812，700円 複勝： 124，220，400円 枠連： 18，354，300円
馬連： 55，551，300円 馬単： 41，626，600円 ワイド： 42，008，800円
3連複： 89，677，300円 3連単： 155，458，500円 計： 559，709，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 420円 � 990円 � 1，770円 枠 連（1－1） 5，970円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，300円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 18，570円 3 連 単 ��� 76，510円

票 数

単勝票数 計 328127 的中 � 37705（2番人気）
複勝票数 計1242204 的中 � 85571（2番人気）� 32120（3番人気）� 17399（6番人気）
枠連票数 計 183543 的中 （1－1） 2379（11番人気）
馬連票数 計 555513 的中 �� 8966（11番人気）
馬単票数 計 416266 的中 �� 3523（19番人気）
ワイド票数 計 420088 的中 �� 16774（6番人気）�� 8245（11番人気）�� 4295（18番人気）
3連複票数 計 896773 的中 ��� 3620（47番人気）
3連単票数 計1554585 的中 ��� 1473（165番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―13．3―13．1―12．8―12．4―12．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―37．2―50．3―1：03．1―1：15．5―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォレストタウン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．12．3 阪神2着

2014．4．10生 牡3黒鹿 母 タカミツグリーン 母母 ストロングプチ 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔その他〕 ナリタバード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ナリタバード号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月4日まで出走できない。
※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 ワールドガーランド号

04026 2月4日 晴 稍重 （29京都2）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25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

69 サンオークランド 牡3鹿 56 浜中 俊 �加藤ステーブル 角居 勝彦 新ひだか 今 牧場 502 ―1：55．3 14．9�
33 オ ニ ダ ツ 牡3栗 56 川須 栄彦鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 508 ―1：55．62 13．5�
22 トウカイクルーク 牝3黒鹿54 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 438 ―1：55．7クビ 9．9�
68 ローゼンハイン 牝3鹿 54 岩田 康誠子安 裕樹氏 梅田 智之 平取 清水牧場 528 ―1：56．97 2．6�
57 デアリングアイデア 牡3鹿 56 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 464 ― 〃 アタマ 147．9�
11 ロングアイガー 牡3鹿 56 藤岡 康太中井 敏雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 574 ―1：57．54 15．9	
813 レジスタンス 牡3鹿 56 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―1：57．6クビ 3．9

711 エイシンユリーカ 牡3鹿 56 武 豊�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 492 ―1：58．13 4．4�
812 バ タ ラ 牡3黒鹿56 国分 恭介杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 466 ―1：58．41� 142．5�
45 ビクトリアペスカ 牝3鹿 54 S．フォーリー ユーモード 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 450 ―1：58．71� 43．6

（愛）

44 イ ツ ジ ョ 牝3鹿 54
53 ☆中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 486 ―1：58．91 167．1�

56 タイセイバロン 牡3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 498 ―1：59．11� 40．0�
710 テイエムファンドル 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 502 ―2：02．3大差 62．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，574，600円 複勝： 34，445，000円 枠連： 11，244，700円
馬連： 44，756，300円 馬単： 24，712，400円 ワイド： 27，740，800円
3連複： 60，358，300円 3連単： 81，496，100円 計： 310，328，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 420円 � 340円 � 290円 枠 連（3－6） 1，550円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 16，240円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 1，110円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 14，810円 3 連 単 ��� 128，720円

票 数

単勝票数 計 255746 的中 � 13719（6番人気）
複勝票数 計 344450 的中 � 20267（6番人気）� 26267（5番人気）� 32415（4番人気）
枠連票数 計 112447 的中 （3－6） 5587（5番人気）
馬連票数 計 447563 的中 �� 5219（21番人気）
馬単票数 計 247124 的中 �� 1141（47番人気）
ワイド票数 計 277408 的中 �� 3429（22番人気）�� 6478（16番人気）�� 6926（14番人気）
3連複票数 計 603583 的中 ��� 3055（44番人気）
3連単票数 計 814961 的中 ��� 459（320番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―12．7―13．1―13．5―13．4―13．4―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．2―50．3―1：03．8―1：17．2―1：30．6―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンオークランド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2014．3．28生 牡3鹿 母 チアズスワロー 母母 チアズダンサー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムファンドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月4日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 京都競馬 第３日



04027 2月4日 晴 稍重 （29京都2）第3日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

59 スマートレイチェル 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 480－ 61：25．0 1．4�
48 スズカスマート 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 466＋ 21：26．17 282．5�
12 クリノフウジン 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B482＋ 21：26．63 5．1�
11 ロードゼスト 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 460－12 〃 クビ 120．2�
24 オ ー ル イ ン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 438－101：27．23� 171．0�
611 シュンノカミ 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 500± 01：27．3� 12．0	
47 イ ヴ レ ア 牡3栗 56 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 474－ 2 〃 クビ 283．1

23 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 484＋ 61：27．4クビ 72．4�
612 メイショウナンプウ 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B490± 01：27．82� 11．7�
36 トーホウボニータ 牝3芦 54

53 ☆義 英真東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 420－ 41：28．01� 466．8
713 ポーラーブレイズ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 410－ 21：28．1� 70．0�
35 ミスミーチャン 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444＋181：28．2	 24．7�
816
 エアシャマール 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 448－ 61：28．94 15．0�
815 シゲルビッグホーン 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 452± 01：29．22 402．8�
714 カフジリバー 牡3鹿 56 菱田 裕二加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：29．41� 21．7�
510 エスタシオン 牡3鹿 56 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド B474＋ 4 〃 クビ 111．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，249，100円 複勝： 133，929，700円 枠連： 21，744，500円
馬連： 63，915，600円 馬単： 41，979，900円 ワイド： 42，944，700円
3連複： 94，635，500円 3連単： 156，015，700円 計： 590，414，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 3，590円 � 150円 枠 連（4－5） 8，950円

馬 連 �� 18，770円 馬 単 �� 21，530円

ワ イ ド �� 5，640円 �� 220円 �� 17，470円

3 連 複 ��� 38，220円 3 連 単 ��� 192，030円

票 数

単勝票数 計 352491 的中 � 188850（1番人気）
複勝票数 計1339297 的中 � 1009712（1番人気）� 1854（14番人気）� 83620（2番人気）
枠連票数 計 217445 的中 （4－5） 1881（17番人気）
馬連票数 計 639156 的中 �� 2639（28番人気）
馬単票数 計 419799 的中 �� 1462（43番人気）
ワイド票数 計 429447 的中 �� 1683（36番人気）�� 64813（1番人気）�� 538（63番人気）
3連複票数 計 946355 的中 ��� 1857（68番人気）
3連単票数 計1560157 的中 ��� 589（352番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．2―12．4―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．1―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．9
3 9（2，15）（3，10，14）－（1，4）11，12－（8，13，7）－6－（16，5） 4 9，2，3，15（10，14）1，4，11（8，13）（7，12）－6－（16，5）

勝馬の
紹 介

スマートレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．1．25生 牝3黒鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ミスミーチャン号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

04028 2月4日 晴 稍重 （29京都2）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時25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

710 サウスオブボーダー 牡4鹿 56 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 458＋ 81：52．5 4．4�
68 トゥールエッフェル 牝4芦 54

53 ☆�島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 524－ 41：53．24 45．0�
44 グラスレグナム 牡4鹿 56

53 ▲荻野 極半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 486－ 41：53．41� 17．3�
812 コパノアラジン 牡4栗 56 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 526－ 2 〃 クビ 17．3�
45 ロバストミノル 牡4栗 56 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 504± 01：53．5� 5．2	
11 シゲルキハダマグロ 牡4栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 450＋ 61：53．6� 5．5

33 メイショウヨイチ 牡4鹿 56

53 ▲坂井 瑠星松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 494－ 21：53．91	 129．1�
69 ナンヨーアーミー 牡4鹿 56 S．フォーリー 中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 542＋ 41：54．21	 6．2�

（愛）

56 オ ー パ 
4鹿 56 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B478＋ 2 〃 ハナ 4．5
22 ミスターウインディ 牡4黒鹿56 和田 竜二阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 514－ 21：54．62� 14．1�
813 シルバーソード 牡5鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520－ 4 〃 ハナ 20．7�
711 ジェイシックス 牡4芦 56

53 ▲三津谷隼人深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社
ケイズ 502－ 21：54．81� 180．0�

57 � フェイフェイ 牝5青 55
54 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 484＋ 21：56．5大差 216．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，267，000円 複勝： 47，142，500円 枠連： 12，801，600円
馬連： 55，714，400円 馬単： 27，072，700円 ワイド： 35，959，900円
3連複： 80，893，200円 3連単： 99，826，600円 計： 383，677，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 1，340円 � 460円 枠 連（6－7） 1，370円

馬 連 �� 13，080円 馬 単 �� 21，920円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 1，400円 �� 8，260円

3 連 複 ��� 42，630円 3 連 単 ��� 202，720円

票 数

単勝票数 計 242670 的中 � 43689（1番人気）
複勝票数 計 471425 的中 � 86870（2番人気）� 7435（10番人気）� 24655（7番人気）
枠連票数 計 128016 的中 （6－7） 7197（5番人気）
馬連票数 計 557144 的中 �� 3301（34番人気）
馬単票数 計 270727 的中 �� 926（69番人気）
ワイド票数 計 359599 的中 �� 2563（36番人気）�� 6785（17番人気）�� 1102（44番人気）
3連複票数 計 808932 的中 ��� 1423（92番人気）
3連単票数 計 998266 的中 ��� 357（519番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―13．0―12．9―12．8―12．5―12．3―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．8―49．7―1：02．5―1：15．0―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウスオブボーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．29 京都5着

2013．3．27生 牡4鹿 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 13戦2勝 賞金 27，150，000円
※ジェイシックス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



04029 2月4日 晴 良 （29京都2）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15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

12 キスミーワンス 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 434－ 21：36．4 22．2�
611 ファームフェイス 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 472± 0 〃 クビ 6．4�
24 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 アタマ 30．9�
35 シャンティローザ 牝3青鹿54 C．ルメール 星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋16 〃 ハナ 4．2�
713 キャンディストーム 牝3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 21：36．5クビ 6．7	
816 メイズオブオナー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 444－ 2 〃 クビ 10．9

11 ジョーカルーア 牝3芦 54 池添 謙一上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 526＋ 21：36．71� 8．4�
48 ユイフィーユ 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 474± 0 〃 アタマ 3．7�
36 エンゲージスマイル 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース北出 成人 千歳 社台ファーム 442－ 21：37．02 27．6
714 シャイニングスカイ 牝3黒鹿54 北村 友一杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 424－ 61：37．42� 77．3�
59 オレンジチェルロ 牝3栗 54 酒井 学�KTレーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 474－ 81：37．5� 135．9�
23 ヴォカツィオーネ 牝3栗 54 松若 風馬 �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 440＋ 4 〃 クビ 92．4�
47 アオイサンライズ 牝3鹿 54 和田 竜二新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 400± 0 〃 ハナ 29．6�
510 バ イ セ ツ 牝3栗 54 �島 良太新保 松二氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 446＋ 81：38．13� 330．0�
612 マルムーティエ 牝3鹿 54 S．フォーリー �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 41：38．2� 20．5�

（愛）

815 シゲルジャコウネコ 牝3黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 日高 森永牧場 428－121：40．0大差 287．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，831，000円 複勝： 69，181，900円 枠連： 19，329，000円
馬連： 77，888，700円 馬単： 35，568，000円 ワイド： 54，185，600円
3連複： 114，058，300円 3連単： 132，763，300円 計： 540，805，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 600円 � 190円 � 740円 枠 連（1－6） 1，590円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 15，400円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 4，590円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 38，760円 3 連 単 ��� 230，820円

票 数

単勝票数 計 378310 的中 � 13623（8番人気）
複勝票数 計 691819 的中 � 26838（7番人気）� 118539（3番人気）� 20935（9番人気）
枠連票数 計 193290 的中 （1－6） 9377（7番人気）
馬連票数 計 778887 的中 �� 9896（22番人気）
馬単票数 計 355680 的中 �� 1732（56番人気）
ワイド票数 計 541856 的中 �� 6757（25番人気）�� 3011（46番人気）�� 5139（32番人気）
3連複票数 計1140583 的中 ��� 2207（108番人気）
3連単票数 計1327633 的中 ��� 417（629番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．8―12．3―11．9―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．7―1：01．0―1：12．9―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．4
3 ・（1，3）7，2（6，10）（4，11）5（8，13，12）9（16，14）－15 4 ・（1，3）（7，11）（2，6，10）（4，5，13）（8，12）16，9，14－15

勝馬の
紹 介

キスミーワンス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Falbrav デビュー 2016．12．25 阪神4着

2014．3．19生 牝3黒鹿 母 ワンカラット 母母 バルドウィナ 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔制裁〕 キャンディストーム号の騎手福永祐一は，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10，000円。（被害馬：8番）
※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 サンチャゴボラーレ号
※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。

04030 2月4日 晴 良 （29京都2）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

611 グラットシエル 牡3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 502＋ 41：48．7 3．4�
612 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿56 S．フォーリー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 474－ 21：48．91� 4．1�

（愛）

816 スパイクナード 牝3黒鹿54 武 豊今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424－ 21：49．11� 10．1�

59 ハギノアレス 牡3鹿 56 M．デムーロ安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 498± 0 〃 アタマ 20．2�
48 サトノグラン 牡3青鹿56 川田 将雅里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 21：49．2クビ 5．8�
35 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 458－ 21：49．3� 120．8	
11 ラ レ ー タ 牡3栗 56 岩田 康誠
G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 0 〃 クビ 11．5�
510 モンテヴェルデ 牡3青鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 470－ 41：49．4� 7．7�
23 リリックドラマ 牝3鹿 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 81：49．5� 73．1
36 シェルブルック 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 502－ 21：49．71� 18．9�
815 ア ス テ ィ ル 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 422－ 2 〃 アタマ 35．5�
713 ジェルファルレイ 牝3鹿 54 水口 優也 
ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 460－ 21：49．8� 63．8�
12 
 ライズイーグル 牡3芦 56 和田 竜二大野 照旺氏 浜田多実雄 愛 Mr Mike

Ryan 502＋ 41：50．01� 19．6�
47 エンパイアカラー �3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星吉澤 克己氏 角田 晃一 新冠 ヒカル牧場 B500－ 61：50．1� 187．6�
714 ア ナ ザ 牡3鹿 56 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 片山牧場 480＋ 2 〃 ハナ 315．1�
24 ピエナトビーズ 牝3青鹿54 古川 吉洋本谷 兼三氏 奥村 豊 浦河 岡本牧場 396± 01：51．37 98．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，434，300円 複勝： 65，575，800円 枠連： 21，787，200円
馬連： 69，274，200円 馬単： 30，655，100円 ワイド： 48，069，200円
3連複： 98，965，900円 3連単： 111，743，200円 計： 480，504，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 210円 枠 連（6－6） 750円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 290円 �� 630円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 344343 的中 � 79026（1番人気）
複勝票数 計 655758 的中 � 149308（1番人気）� 146643（2番人気）� 59563（5番人気）
枠連票数 計 217872 的中 （6－6） 22254（4番人気）
馬連票数 計 692742 的中 �� 74844（1番人気）
馬単票数 計 306551 的中 �� 16498（1番人気）
ワイド票数 計 480692 的中 �� 46456（1番人気）�� 18063（6番人気）�� 24977（3番人気）
3連複票数 計 989659 的中 ��� 35142（3番人気）
3連単票数 計1117432 的中 ��� 10531（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．3―12．4―12．3―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．8―48．1―1：00．5―1：12．8―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラットシエル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．1 阪神3着

2014．4．4生 牡3黒鹿 母 リ リ ア ー レ 母母 エ グ ジ ジ ェ 5戦1勝 賞金 10，300，000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。



04031 2月4日 晴 良 （29京都2）第3日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分（番組第8競走を順序変更） （芝・右・外）
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
2：22．6
2：22．1

良
良

22 メイケイレジェンド 牡4鹿 56 武 豊名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 478＋ 42：29．2 3．0�
55 ニホンピロカーン 牡4鹿 56 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470＋ 4 〃 クビ 7．2�
11 � タニノアーバンシー 牝4黒鹿54 C．ルメール 谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 512＋302：29．51	 3．5�
33 
 スティルウォーター 牝4黒鹿54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 400± 02：29．6	 19．2�
44 フ ォ ン ス 牡4黒鹿56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 62：29．81� 3．3�
66 ホットファイヤー 牡4鹿 56 小牧 太西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 472＋ 82：30．01� 33．0	
77 ジュンファイトクン 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 460－ 62：30．1� 12．4

89 レ ン ト ラ ー 牡5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム B470＋ 42：30．63 26．4�
88 エ イ ム 牡4青鹿56 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 464± 02：31．13 109．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，375，400円 複勝： 43，697，600円 枠連： 12，439，300円
馬連： 61，733，300円 馬単： 33，640，500円 ワイド： 36，069，600円
3連複： 81，763，800円 3連単： 149，954，100円 計： 451，673，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 160円 � 140円 枠 連（2－5） 1，500円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 360円 �� 240円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，650円

票 数

単勝票数 計 323754 的中 � 83889（1番人気）
複勝票数 計 436976 的中 � 119388（1番人気）� 57446（4番人気）� 73529（3番人気）
枠連票数 計 124393 的中 （2－5） 6402（4番人気）
馬連票数 計 617333 的中 �� 42486（4番人気）
馬単票数 計 336405 的中 �� 13509（7番人気）
ワイド票数 計 360696 的中 �� 25056（4番人気）�� 42356（2番人気）�� 17129（7番人気）
3連複票数 計 817638 的中 ��� 43899（3番人気）
3連単票数 計1499541 的中 ��� 14205（22番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．3―13．5―13．3―13．1―13．3―12．5―12．0―12．0―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．0―36．3―49．8―1：03．1―1：16．2―1：29．5―1：42．0―1：54．0―2：06．0―2：17．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイケイレジェンド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．9．13 阪神1着

2013．4．15生 牡4鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 5戦2勝 賞金 17，500，000円

04032 2月4日 晴 良 （29京都2）第3日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分（番組第7競走を順序変更） （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

36 � クールゼファー 牝4芦 55 S．フォーリー 橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-
stock LLC 532－ 81：10．8 1．4�

（愛）

11 レッツイットラン 牡5栗 57 浜中 俊深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 496－ 21：11．43	 5．5�
611 クリノサンレオ 牡4栗 57 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440＋ 21：11．93 25．0�
12 
 シゲルオニカマス 牡4鹿 57 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 538＋ 21：12．11� 33．3�
47 �
 ロケットビーン 牡4鹿 57 幸 英明吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 550＋ 81：12．2	 26．7�
612 トップリバティ 牡5黒鹿57 藤懸 貴志�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 538＋101：12．83	 87．7	
23 
 メイショウアバラガ 牡5鹿 57 森 一馬松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 538＋ 8 〃 クビ 34．5

24 � クワッドアーチ 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds B536＋ 31：12．9クビ 32．9�
815 サンマルスカイ 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 434－ 81：13．0� 139．9�
48 � エ テ 牝4鹿 55 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 472± 01：13．31� 18．5
59 デピュティスカイ 牡4鹿 57 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 470± 0 〃 ハナ 23．9�
816 ラッシュストーム 牝4黒鹿55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 468± 01：13．4	 201．4�
35 オリエンタルダンス 牝5黒鹿 55

54 ☆島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454± 01：13．61� 19．9�

713 ブルーオリエント 牝4鹿 55
52 ▲荻野 極桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 B480＋16 〃 クビ 96．6�

714 ナ イ ス ワ ン 牡4栗 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 456＋ 81：14．02	 40．9�
510�
 ホワイトソックス 牝5青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星山住 勲氏 千田 輝彦 米 Mr. & Mrs. Char-
les McGinnes 428＋141：15．610 188．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，983，000円 複勝： 131，428，300円 枠連： 27，167，500円
馬連： 87，841，000円 馬単： 55，483，500円 ワイド： 57，925，300円
3連複： 118，029，200円 3連単： 199，851，200円 計： 716，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 250円 枠 連（1－3） 260円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 160円 �� 520円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計 389830 的中 � 216199（1番人気）
複勝票数 計1314283 的中 � 979077（1番人気）� 99304（2番人気）� 30833（3番人気）
枠連票数 計 271675 的中 （1－3） 80715（1番人気）
馬連票数 計 878410 的中 �� 231719（1番人気）
馬単票数 計 554835 的中 �� 116415（1番人気）
ワイド票数 計 579253 的中 �� 118618（1番人気）�� 24405（5番人気）�� 14329（11番人気）
3連複票数 計1180292 的中 ��� 62820（2番人気）
3連単票数 計1998512 的中 ��� 46195（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．0―46．8―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．8
3 6，5，1（3，12）（2，14）（8，11）7（4，15）16，9－13＝10 4 6（5，1）－3，12，2（8，14，11）7（4，15）16，9－13＝10

勝馬の
紹 介

�クールゼファー �
�
父 Street Cry �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．1．10 京都5着

2013．3．23生 牝4芦 母 Desert Song 母母 Justenuffheart 8戦2勝 賞金 21，888，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトソックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キタサンシリーズ号・シアワセデス号・メイショウグンパイ号・ユアザスター号
※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。

追 加 記 事（第 1回中京競馬第 6日第 2競走）
〔その他〕　　モリヲカエセ号は，競走中に疾病〔左第１指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



04033 2月4日 晴 良 （29京都2）第3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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

78 サトノケンシロウ 牡4黒鹿56 武 豊里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456－ 62：00．6 2．3�
44 ケンホファヴァルト 牡4鹿 56 岩田 康誠中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 462＋ 2 〃 クビ 28．0�
810 オウケンブラック 牡6鹿 57 M．デムーロ福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 478－ 22：00．7クビ 4．5�
22 レーヴデトワール 牝6黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466－ 22：00．8	 19．5�
11 リ セ エ ン ヌ 牝4青鹿54 松若 風馬吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416± 02：00．9
 7．5�
89 ウェスタールンド 牡5栗 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482± 02：01．11� 6．5	
33 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 474－ 22：01．73	 55．6

77 ヒルノドンカルロ 牡7青鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B522＋ 62：01．91� 5．5�
66 フ ァ シ ー ノ 牡6鹿 57 幸 英明 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 478－ 4 〃 クビ 35．5
55 メジャーステップ 6栗 57 S．フォーリー �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム B500－ 62：03．28 91．8�

（愛）

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，378，300円 複勝： 62，737，000円 枠連： 24，696，800円
馬連： 105，512，400円 馬単： 58，406，500円 ワイド： 57，629，700円
3連複： 133，853，300円 3連単： 260，554，200円 計： 748，768，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 460円 � 140円 枠 連（4－7） 2，690円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 250円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 21，650円

票 数

単勝票数 計 453783 的中 � 153853（1番人気）
複勝票数 計 627370 的中 � 156210（1番人気）� 22051（8番人気）� 126968（2番人気）
枠連票数 計 246968 的中 （4－7） 7110（7番人気）
馬連票数 計1055124 的中 �� 23889（12番人気）
馬単票数 計 584065 的中 �� 9327（20番人気）
ワイド票数 計 576297 的中 �� 12657（12番人気）�� 68967（1番人気）�� 10455（14番人気）
3連複票数 計1338533 的中 ��� 23124（13番人気）
3連単票数 計2605542 的中 ��� 8723（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．7―47．9―1：00．1―1：12．5―1：24．5―1：36．6―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノケンシロウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．14 東京4着

2013．3．3生 牡4黒鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 7戦3勝 賞金 36，944，000円
〔制裁〕 レーヴデトワール号の騎手川田将雅は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000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。

04034 2月4日 晴 良 （29京都2）第3日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス

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，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

89 サ ロ ニ カ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 430± 01：36．7 6．6�
810 アドマイヤローザ 牝3芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 41：36．91� 6．4�
55 ミ リ ッ サ 牝3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 410－ 4 〃 クビ 1．7�
66 ラーナアズーラ 牝3栗 54 浜中 俊 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 470± 01：37．0クビ 31．2�
33 ハローユニコーン 牝3鹿 54 武 豊 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 442± 01：37．1
 31．6	
78 ビップキャッツアイ 牝3黒鹿54 幸 英明鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：37．2� 89．8

77 ビーカーリー 牝3黒鹿54 和田 竜二馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 458± 0 〃 クビ 19．1�
11 ラントシャフト 牝3栗 54 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：37．3
 28．8�

（愛）

22 アルミレーナ 牝3芦 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434± 01：37．72
 10．7
44 ア カ カ 牝3芦 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 482＋101：38．44 9．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 86，772，900円 複勝： 132，913，200円 枠連： 31，728，700円
馬連： 161，375，200円 馬単： 91，402，600円 ワイド： 91，515，900円
3連複： 213，553，800円 3連単： 422，829，300円 計： 1，232，091，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（8－8） 1，720円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 210円 �� 220円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 9，210円

票 数

単勝票数 計 867729 的中 � 104115（3番人気）
複勝票数 計1329132 的中 � 192262（2番人気）� 171210（3番人気）� 577327（1番人気）
枠連票数 計 317287 的中 （8－8） 14238（7番人気）
馬連票数 計1613752 的中 �� 73918（5番人気）
馬単票数 計 914026 的中 �� 19504（13番人気）
ワイド票数 計 915159 的中 �� 54382（5番人気）�� 120496（1番人気）�� 110193（2番人気）
3連複票数 計2135538 的中 ��� 200526（1番人気）
3連単票数 計4228293 的中 ��� 33255（22番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．1―12．5―12．3―11．7―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―25．2―37．3―49．8―1：02．1―1：13．8―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ロ ニ カ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas デビュー 2016．12．4 阪神1着

2014．3．3生 牝3黒鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 3戦2勝 賞金 28，784，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



04035 2月4日 晴 良 （29京都2）第3日 第11競走 ��
��1，200�

や ま と

大和ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，28．2．6以降29．1．29まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

48 ワ デ ィ 牝6栗 52 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 21：11．2 8．3�

510 アールプロセス 牡6鹿 54 浜中 俊池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514± 0 〃 クビ 13．7�
24 ウォータールルド 牡9黒鹿55 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 492－ 41：11．41 143．0�
714 ポメグラネイト 牡6栗 54 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 586－ 4 〃 クビ 28．0�
23 ナガラオリオン 牡8鹿 56 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 478－ 21：11．5クビ 8．2�
36 オメガヴェンデッタ �6鹿 56 C．ルメール 原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 512＋10 〃 クビ 7．1�
815 シ ゲ ル カ ガ 牡6鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 526－ 41：11．6クビ 58．9	
12 オースミイージー 牡9鹿 53 国分 恭介
オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 504＋ 2 〃 クビ 279．8�
611 ゴーイングパワー 牡8鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 514＋121：11．7	 10．7�
11 メイショウノーベル 牡8栗 53 古川 吉洋松本 和子氏 本田 優 浦河 富田牧場 508＋12 〃 ハナ 186．6
612 ペイシャモンシェリ 牡6鹿 55 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 482＋ 81：11．8クビ 8．4�
713 ス ミ レ 牝4鹿 52 菱田 裕二林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 454＋101：12．22	 2．5�
47 シャトーウインド 牡7黒鹿53 川須 栄彦円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 478＋10 〃 クビ 218．6�
59 ダノングッド 牡5栗 55 小崎 綾也
ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B508＋ 41：12．3	 20．3�
35 アットウィル 牡7栗 54 北村 友一宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498－ 2 〃 クビ 15．7�
816 スズカセクレターボ 牡9栗 53 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496＋ 81：13．15 239．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，058，800円 複勝： 132，713，800円 枠連： 69，107，400円
馬連： 312，598，100円 馬単： 129，924，900円 ワイド： 151，367，800円
3連複： 479，348，100円 3連単： 683，349，900円 計： 2，045，468，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 300円 � 410円 � 3，370円 枠 連（4－5） 3，880円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 10，810円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 13，460円 �� 15，920円

3 連 複 ��� 182，030円 3 連 単 ��� 681，460円

票 数

単勝票数 計 870588 的中 � 83624（4番人気）
複勝票数 計1327138 的中 � 128369（5番人気）� 87881（7番人気）� 8923（13番人気）
枠連票数 計 691074 的中 （4－5） 13799（16番人気）
馬連票数 計3125981 的中 �� 42078（23番人気）
馬単票数 計1299249 的中 �� 9010（40番人気）
ワイド票数 計1513678 的中 �� 23177（23番人気）�� 2865（63番人気）�� 2421（69番人気）
3連複票数 計4793481 的中 ��� 1975（233番人気）
3連単票数 計6833499 的中 ��� 727（1027番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ デ ィ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．10．26 京都10着

2011．3．20生 牝6栗 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 25戦6勝 賞金 121，555，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリムラブルガリス号

04036 2月4日 晴 良 （29京都2）第3日 第12競走 ��
��1，400�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

713� トレジャーステイト 牝5鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 470－ 21：24．9 13．1�
23 � チェリーサマー 牡5鹿 57 松若 風馬櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 526－ 61：25．0	 34．1�
47 ア バ ン サ ル 
6栗 57 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 506＋ 41：25．21� 144．1�
612 メイショウタラチネ 牝5黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 466＋ 2 〃 ハナ 23．8�
815 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 486＋ 21：25．3� 3．0	
59 レッドウィズダム 牡4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 510＋121：25．4クビ 6．6

36 カネコメオスター 牡6栗 57

56 ☆�島 克駿髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 508－ 6 〃 クビ 291．3�
816 ザイディックメア 牡5鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 458± 01：25．5� 19．6�
510 シルバーポジー 牝4芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 81：25．81� 13．7
12 セ ネ ッ テ ィ 牡4鹿 57 浜中 俊 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 クビ 4．0�
24 クリムゾンバローズ 牡4栗 57 蛯名 正義猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 518－121：25．9� 14．1�
35 スターリーウインド 牝5黒鹿55 和田 竜二 �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 478－ 21：26．0� 11．6�
48 レイヨンヴェール 牝6黒鹿55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 494－ 81：26．1� 58．3�
714� クレアドール 牝6青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：26．31 19．8�
11 リバーサイドパーク 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 444＋ 2 〃 ハナ 189．0�
611� パラダイスガーデン 牝5栗 55 S．フォーリー 岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC 488－ 21：26．93� 73．0�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，181，200円 複勝： 96，082，100円 枠連： 44，160，300円
馬連： 165，541，100円 馬単： 68，640，900円 ワイド： 94，624，300円
3連複： 243，967，100円 3連単： 314，365，200円 計： 1，090，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 410円 � 870円 � 2，450円 枠 連（2－7） 3，640円

馬 連 �� 18，380円 馬 単 �� 28，660円

ワ イ ド �� 4，490円 �� 17，770円 �� 22，830円

3 連 複 ��� 432，560円 3 連 単 ��� 2，053，280円

票 数

単勝票数 計 631812 的中 � 38313（5番人気）
複勝票数 計 960821 的中 � 67866（5番人気）� 28766（11番人気）� 9593（14番人気）
枠連票数 計 441603 的中 （2－7） 9382（16番人気）
馬連票数 計1655411 的中 �� 6977（52番人気）
馬単票数 計 686409 的中 �� 1796（91番人気）
ワイド票数 計 946243 的中 �� 5488（49番人気）�� 1370（92番人気）�� 1065（100番人気）
3連複票数 計2439671 的中 ��� 423（392番人気）
3連単票数 計3143652 的中 ��� 111（2128番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．1―11．9―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．1―36．2―48．1―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トレジャーステイト �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 Sadler’s Wells

2012．4．19生 牝5鹿 母 ワ イ オ ラ 母母 Rubies From Burma 11戦3勝 賞金 30，550，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ケルシャンス号・ツウローゼズ号・メイショウオオカゼ号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤスパーズ号
※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。



（29京都2）第3日 2月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 167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

218，900，000円
5，060，000円
15，740，000円
1，170，000円
24，170，000円
66，453，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
543，918，300円
1，074，067，300円
314，561，300円
1，261，701，600円
639，113，600円
740，041，600円
1，809，103，800円
2，768，207，300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 9，150，714，800円

総入場人員 15，315名 （有料入場人員 14，249名）
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