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04085 2月19日 晴 稍重 （29京都2）第8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）

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

11 エンドレスコール 牝3黒鹿 54
51 ▲荻野 極 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－121：55．0 22．0�
33 サイレントアスカ 牝3鹿 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 2．1�
22 レッドラトナ 牝3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 450－ 61：55．42� 2．9�
56 テイエムアンムート 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 474＋ 2 〃 ハナ 5．8�

57 ジュブリーユ 牝3芦 54 四位 洋文岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486－ 41：56．46 17．0	
69 ローズクイーン 牝3鹿 54 竹之下智昭ライオンレースホース� 木原 一良 浦河 モトスファーム 462± 01：56．5� 114．2

813 フジワンキララ 牝3芦 54 川須 栄彦�富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 239．4�
711 ヤマニンフィオレロ 牝3鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 462＋ 21：56．81� 32．5�
812 ブランニューカップ 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 438＋ 21：57．22� 13．9
44 カ イ ホ ロ 牝3鹿 54 佐藤 友則名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 420－121：57．3� 88．2�

（笠松）

710 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 442－ 21：58．04 33．4�

45 ニシノオマージュ 牝3鹿 54 柴田 未崎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 452± 01：58．95 125．5�
68 プ ロ セ ッ コ 牝3鹿 54 国分 優作田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 神島 芳仁 402－ 82：05．8大差 242．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，179，600円 複勝： 30，700，700円 枠連： 10，259，900円
馬連： 44，640，700円 馬単： 26，207，700円 ワイド： 22，805，800円
3連複： 66，348，600円 3連単： 119，224，300円 計： 337，367，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 400円 � 110円 � 110円 枠 連（1－3） 2，800円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 740円 �� 760円 �� 140円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 15，770円

票 数

単勝票数 計 171796 的中 � 6227（6番人気）
複勝票数 計 307007 的中 � 8740（7番人気）� 120527（1番人気）� 71837（2番人気）
枠連票数 計 102599 的中 （1－3） 2836（9番人気）
馬連票数 計 446407 的中 �� 12222（9番人気）
馬単票数 計 262077 的中 �� 2437（23番人気）
ワイド票数 計 228058 的中 �� 6120（10番人気）�� 5888（11番人気）�� 58827（1番人気）
3連複票数 計 663486 的中 ��� 42975（5番人気）
3連単票数 計1192243 的中 ��� 5479（46番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．2―13．7―13．3―13．2―12．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．5―51．2―1：04．5―1：17．7―1：30．6―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンドレスコール �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．1．21 京都8着

2014．1．16生 牝3黒鹿 母 セレブレイトコール 母母 ハイランドトーク 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロセッコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月19日まで平地競走に

出走できない。
※プロセッコ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04086 2月19日 晴 稍重 （29京都2）第8日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時25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

611 クリノアントニヌス 牡3栗 56 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 522－ 21：13．8 8．8�
36 ニシノキャプテン 牡3鹿 56 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 478± 01：14．11� 7．3�
816 スズカアカデミー 牡3鹿 56 筒井 勇介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 480－ 4 〃 ハナ 9．2�

（笠松）

12 ホウロクダマ 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 534＋ 21：14．42 2．6�
23 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478± 0 〃 クビ 7．0�
714 バンダイクブラウン 牝3栗 54 国分 恭介松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 460－ 61：14．5	 16．1	
11 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 454± 01：14．6クビ 53．4

48 キンシノスパーク 牡3栗 56 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 470－ 41：14．91� 6．5�
47 
 エ ル ミ ー ロ 牡3栗 56 小林 徹弥門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 474－ 41：15．11� 95．3�
59 ブラウンプレスト 牡3鹿 56 佐藤 友則キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 458± 01：15．2	 30．0

（笠松）

24 ブランウェン 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 408＋ 21：15．3� 127．5�

713 シエルブラン 牝3栗 54 川須 栄彦金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 アタマ 303．8�
612 マニアックスター 牡3黒鹿56 中谷 雄太吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 538＋121：15．62 15．3�
815 オンワードミシガン 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B434－ 2 〃 ハナ 130．6�
510 アイアンラスティー 牝3鹿 54

53 ☆義 英真池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 396－ 61：15．91� 300．0�
35 アイファーチャンス 牝3鹿 54

52 △城戸 義政中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 元茂 義一 426－ 21：16．0	 283．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，663，500円 複勝： 26，991，300円 枠連： 11，636，500円
馬連： 45，728，300円 馬単： 22，773，300円 ワイド： 27，739，900円
3連複： 64，483，300円 3連単： 77，636，600円 計： 297，652，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 270円 � 270円 � 340円 枠 連（3－6） 2，600円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，600円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 12，030円 3 連 単 ��� 71，700円

票 数

単勝票数 計 206635 的中 � 18774（5番人気）
複勝票数 計 269913 的中 � 27026（4番人気）� 26585（5番人気）� 20040（6番人気）
枠連票数 計 116365 的中 （3－6） 3464（11番人気）
馬連票数 計 457283 的中 �� 10092（13番人気）
馬単票数 計 227733 的中 �� 2436（27番人気）
ワイド票数 計 277399 的中 �� 5902（14番人気）�� 4428（22番人気）�� 4731（19番人気）
3連複票数 計 644833 的中 ��� 4018（44番人気）
3連単票数 計 776366 的中 ��� 785（242番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．2―47．5―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．6
3 ・（2，16）－11，6（1，14）－（10，3，12）－（7，9）（8，13）15（5，4） 4 ・（2，16）－（6，11）－（1，14）－3，10，12－（7，9）8－（4，13）15－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノアントニヌス �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．12．24 阪神5着

2014．3．5生 牡3栗 母 ナムラアミューズ 母母 ナムラローマン 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケンシュナウザー号・ミズデッポウ号
（非抽選馬） 6頭 アイティプリンセス号・ウィズネイチャー号・クリノカエサル号・サクラトップビクト号・フレンドパリ号・

ユメチョキン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 京都競馬 第８日



04087 2月19日 晴 稍重 （29京都2）第8日 第3競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

611 ムイトオブリガード 牡3鹿 56 四位 洋文市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：53．7 2．9�

59 サンライズカラマ 牡3栗 56
55 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 478± 01：54．02 5．2�
12 サザンブリーズ 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504－ 81：54．74 16．1�
11 オ ル ト ロ ス 牡3鹿 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：55．01� 10．7�
23 ワールドヴィジョン 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼河村 	平氏 牧浦 充徳 浦河 多田 善弘 488± 01：55．32 54．1

714 メイショウイッポン 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 496＋ 41：55．4クビ 91．6�
816 ビービーアヴィド 牡3黒鹿56 国分 優作坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 01：56．25 7．9�
48 サンジェルヴェ 牡3青鹿56 筒井 勇介 �社台レースホース浜田多実雄 安平 追分ファーム 460－ 41：56．3� 38．3

（笠松）

36 ワンフォーオール 牡3芦 56
54 △坂井 瑠星前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 01：56．62 3．8�
713 ミラクルシップ 牡3鹿 56 国分 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 478± 01：56．7クビ 62．0�
612 ハンズスミス 牡3鹿 56 佐藤 友則永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 448－ 8 〃 クビ 221．4�
（笠松）

24 ブルーループス 牡3芦 56 川須 栄彦�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 466－121：57．76 32．4�
510 デッドポイント 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 むかわ 真壁 信一 436－ 61：57．8クビ 188．2�
47 ユキノタイガ 牡3芦 56

54 △城戸 義政村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 504＋101：58．22� 45．4�
815 ハギノシャーウッド 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 490± 01：58．3� 30．1�
35 ロングアイガー 牡3鹿 56 池添 謙一中井 敏雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 570－ 4 〃 ハナ 80．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，375，200円 複勝： 35，041，300円 枠連： 14，548，700円
馬連： 53，166，800円 馬単： 26，715，600円 ワイド： 35，243，100円
3連複： 77，630，900円 3連単： 93，591，300円 計： 362，312，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 150円 � 290円 枠 連（5－6） 1，030円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，280円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 16，150円

票 数

単勝票数 計 263752 的中 � 71964（1番人気）
複勝票数 計 350413 的中 � 62381（3番人気）� 67594（1番人気）� 24698（6番人気）
枠連票数 計 145487 的中 （5－6） 10936（4番人気）
馬連票数 計 531668 的中 �� 38444（3番人気）
馬単票数 計 267156 的中 �� 11535（4番人気）
ワイド票数 計 352431 的中 �� 20958（3番人気）�� 6720（13番人気）�� 9913（11番人気）
3連複票数 計 776309 的中 ��� 12022（13番人気）
3連単票数 計 935913 的中 ��� 4201（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．5―49．5―1：02．4―1：15．3―1：28．5―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．4
1
3
10（2，7）14，3（6，9）－（1，4）－（8，12，11）（13，15）16，5・（10，2）14（3，9）（1，11）7（6，4）（8，13，16）－（12，15）5

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

勝馬の
紹 介

ムイトオブリガード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．13生 牡3鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ハギノシャーウッド号の調教師松田国英は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ムイトオブリガード号の騎手四位洋文は，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50，000円。（被害馬：9番）
※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 テイエムダンシャク号
（非抽選馬） 1頭 ザッツアモーレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04088 2月19日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（29京都2）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25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

57 メイショウソラーレ 牡7鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 504＋ 83：38．0 5．1�
11 クラウンデピュティ 牡6芦 60 山本 康志矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 B504＋103：38．63� 197．3�
69 オールブラックス 牡8鹿 60 白浜 雄造近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 510± 03：38．7� 4．7�
45 タマモワカサマ 牡5鹿 60 平沢 健治タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 496－ 23：39．01� 1．8�
33 ワンダフルワールド 牡6栗 62 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 520＋163：39．53 33．7�
813 ルートヴィヒコード 牡5鹿 60 熊沢 重文�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 63：39．6クビ 11．2	
610� トーセンハナミズキ 牝7鹿 58 小野寺祐太島川 
哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 480＋ 23：39．92 34．5�
814 マジックダイオウ 牡4栗 59 林 満明�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 484＋ 43：40．32� 16．2
46 � グリーティングワン 牡7黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋10 〃 クビ 154．2�
58 � メイショウトキムネ 牡6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 63：40．51 87．4�
34 サダムコーテイ 牡7鹿 60 石神 深一大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 03：41．56 26．5�
711 トーセンメリッサ 牝5青 58 浜野谷憲尚島川 
哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 83：42．35 35．2�
712 ウインイルソーレ 牡6鹿 60 蓑島 靖典�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 492＋ 83：43．15 273．8�
22 トライアゲイン 牡6鹿 60 五十嵐雄祐�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 43：45．5大差 118．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，166，500円 複勝： 27，084，400円 枠連： 13，683，400円
馬連： 38，495，100円 馬単： 26，437，700円 ワイド： 24，118，000円
3連複： 60，417，800円 3連単： 98，038，400円 計： 307，441，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 270円 � 3，960円 � 210円 枠 連（1－5） 27，260円

馬 連 �� 57，040円 馬 単 �� 63，550円

ワ イ ド �� 10，780円 �� 660円 �� 11，060円

3 連 複 ��� 84，530円 3 連 単 ��� 658，120円

票 数

単勝票数 計 191665 的中 � 29626（3番人気）
複勝票数 計 270844 的中 � 27292（3番人気）� 1378（13番人気）� 41209（2番人気）
枠連票数 計 136834 的中 （1－5） 389（30番人気）
馬連票数 計 384951 的中 �� 523（58番人気）
馬単票数 計 264377 的中 �� 312（88番人気）
ワイド票数 計 241180 的中 �� 555（54番人気）�� 10041（5番人気）�� 541（57番人気）
3連複票数 計 604178 的中 ��� 536（123番人気）
3連単票数 計 980384 的中 ��� 108（759番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．5－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡7鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 障害：4戦2勝 賞金 24，000，000円



04089 2月19日 晴 良 （29京都2）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15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

48 スズカヘルメス 牡3栗 56
53 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 430－ 21：35．4 26．9�

36 メイショウテンシャ 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464± 0 〃 ハナ 2．2�
612 エイシンルーク 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 496－ 81：35．72 5．4�
47 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 462＋ 41：36．12� 53．2�
713 トーホウシーマ 牡3栗 56 武 幸四郎東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 482＋12 〃 アタマ 26．9�
815 サウンドラブリー 牝3芦 54 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 436－ 81：36．2� 45．5	
611 マイネルブロッケン 牡3青鹿56 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：36．3� 20．7

510 ティアドーロ 牝3芦 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 474± 01：36．4クビ 49．2�
714 コスモリョウゲツ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 61：36．61� 192．8
35 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 452＋ 41：36．7クビ 181．1�
11 ド ナ マ コ ン 牝3鹿 54 川須 栄彦山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 460± 0 〃 ハナ 22．4�
59 ニシノフローラル 牝3鹿 54 四位 洋文西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 492－ 8 〃 クビ 5．4�
24 ハッピーマテリアル 牝3鹿 54 佐藤 友則�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 41：37．23 28．4�
（笠松）

816 ディグアップセンス 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極広尾レース� 清水 久詞 新冠 富本 茂喜 B438＋ 21：37．73 82．7�

23 アビイロード 牝3鹿 54 森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 428－ 81：38．23 201．8�

12 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 466－101：39．58 6．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，635，500円 複勝： 42，549，700円 枠連： 15，904，800円
馬連： 60，521，700円 馬単： 32，215，400円 ワイド： 38，030，100円
3連複： 89，463，400円 3連単： 112，005，800円 計： 421，326，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 400円 � 120円 � 160円 枠 連（3－4） 2，290円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 10，750円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，090円 �� 310円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 59，530円

票 数

単勝票数 計 306355 的中 � 9080（8番人気）
複勝票数 計 425497 的中 � 17826（7番人気）� 125690（1番人気）� 64798（2番人気）
枠連票数 計 159048 的中 （3－4） 5376（8番人気）
馬連票数 計 605217 的中 �� 13075（11番人気）
馬単票数 計 322154 的中 �� 2247（30番人気）
ワイド票数 計 380301 的中 �� 9065（10番人気）�� 4230（25番人気）�� 36265（2番人気）
3連複票数 計 894634 的中 ��� 11791（18番人気）
3連単票数 計1120058 的中 ��� 1364（173番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．9―12．2―12．2―12．3―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―35．0―47．2―59．4―1：11．7―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカヘルメス �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．5．8生 牡3栗 母 スズカベラミー 母母 ベラミアモーレ 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノグラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月19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 テイエムモモタロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04090 2月19日 晴 良 （29京都2）第8日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：09．1
1：08．7

重
重

34 � アスタースウィング 牡3栗 56 川田 将雅加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar
Farm, LLC 492－ 21：12．8 2．0�

47 メイショウブレナム 牡3栗 56 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 454－ 21：13．11	 20．7�
23 テイエムチェロキー 牡3鹿 56 中谷 雄太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 460＋ 2 〃 クビ 11．9�
59 ビックリシタナモー 牡3黒鹿56 佐藤 友則小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504＋ 41：13．2
 23．8�

（笠松）

713 スズカコーズライン 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 480－ 41：13．3クビ 3．9�
58 タ テ ヤ マ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 448＋101：13．4	 38．5�
22 パワフルヒロコ 牝3黒鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 442－ 41：13．5	 17．7	
712 イナズママンボ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 442－ 61：13．81	 7．9

815 タマモサザンクロス 牡3黒鹿56 国分 優作タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 440－ 21：13．9	 31．8�
814 テイエムアニマンテ 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 490＋ 81：14．43 19．3
611� トップロマン 牡3青鹿 56

53 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 えりも 能登 浩 456＋101：14．72 253．1�
11 メイクグローリー 牡3栗 56 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 B470－ 2 〃 ハナ 99．3�
35 レ ン レ ン 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 452＋ 61：14．8
 71．4�
46 ハシルキセキ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 470－ 21：14．9	 53．8�
（14頭）

610 オモイサイフ 牡3栗 56
53 ▲荻野 極小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，778，700円 複勝： 41，219，000円 枠連： 19，303，300円
馬連： 63，628，200円 馬単： 32，822，800円 ワイド： 43，455，100円
3連複： 89，373，500円 3連単： 117，727，600円 計： 437，308，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 370円 � 270円 枠 連（3－4） 1，410円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 760円 �� 510円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 14，870円

票 数

単勝票数 計 297787 的中 � 114836（1番人気）
複勝票数 計 412190 的中 � 126967（1番人気）� 20878（7番人気）� 31450（4番人気）
枠連票数 計 193033 的中 （3－4） 10588（5番人気）
馬連票数 計 636282 的中 �� 27341（5番人気）
馬単票数 計 328228 的中 �� 10631（5番人気）
ワイド票数 計 434551 的中 �� 14680（6番人気）�� 23239（3番人気）�� 4825（24番人気）
3連複票数 計 893735 的中 ��� 15416（12番人気）
3連単票数 計1177276 的中 ��� 5738（38番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．2―12．5―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．1―48．6―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アスタースウィング �
�
父 Haynesfield �

�
母父 Wild Again デビュー 2016．11．19 東京1着

2014．5．3生 牡3栗 母 Swinging 母母 Pennant Champion 4戦2勝 賞金 19，306，000円
〔出走取消〕 オモイサイフ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※ハシルキセキ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04091 2月19日 晴 良 （29京都2）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

44 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿 54
51 ▲荻野 極吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 402－ 81：53．2 5．9�

810 トゥールエッフェル 牝4芦 54 中谷 雄太 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 524± 0 〃 クビ 4．4�
89 メイショウサルーテ 牝6鹿 55

53 △坂井 瑠星松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 518＋ 21：53．83� 3．8�
77 コルヌコピア 牝5黒鹿55 佐藤 友則池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 456－ 41：54．22� 18．8�

（笠松）

55 バイナリーコード 牝5栗 55 四位 洋文 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 478＋ 21：54．52 2．3	
66 ジ ャ ル ー ズ 牝4鹿 54

53 ☆小崎 綾也山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 464± 01：55．24 38．8

33 アリノマンボ 牝4鹿 54

53 ☆岩崎 翼聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 454± 01：55．41� 24．7�
11 メイショウケンプウ 牝4黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 440－ 21：56．14 30．7�
22 ウエスタンビジュー 牝4鹿 54

53 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 470－ 41：57．16 95．7
78 � ヒデノホープ 牝4鹿 54 柴田 未崎大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 414－ 6 （競走中止） 59．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，814，400円 複勝： 30，288，500円 枠連： 14，978，400円
馬連： 52，943，700円 馬単： 33，959，500円 ワイド： 29，905，000円
3連複： 73，907，100円 3連単： 158，811，600円 計： 422，608，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 210円 � 170円 枠 連（4－8） 930円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 430円 �� 420円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 15，580円

票 数

単勝票数 計 278144 的中 � 37184（4番人気）
複勝票数 計 302885 的中 � 35288（4番人気）� 36548（3番人気）� 50865（2番人気）
枠連票数 計 149784 的中 （4－8） 12436（3番人気）
馬連票数 計 529437 的中 �� 30049（5番人気）
馬単票数 計 339595 的中 �� 7467（11番人気）
ワイド票数 計 299050 的中 �� 17418（6番人気）�� 17867（5番人気）�� 22508（4番人気）
3連複票数 計 739071 的中 ��� 27531（6番人気）
3連単票数 計1588116 的中 ��� 7386（48番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．6―12．8―13．0―12．6―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．4―49．2―1：02．2―1：14．8―1：27．5―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
10（2，3，5）－4，6－8－7－9－1
10（3，5）4－（2，6，9）（8，7）－1

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

勝馬の
紹 介

ス ク ラ ッ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．7 東京11着

2013．3．4生 牝4黒鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 14戦2勝 賞金 21，700，000円
〔競走中止〕 ヒデノホープ号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 トゥールエッフェル号の騎手中谷雄太は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・2

番）
ヒデノホープ号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害
馬：1番）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04092 2月19日 晴 良 （29京都2）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 � キングライオン 牡4栗 57
55 △坂井 瑠星ライオンレースホース� 杉山 晴紀 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B490－ 21：25．5 62．5�
714 タイセイエクレール 牡4鹿 57 池添 謙一田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 522－ 21：25．71	 10．4�
36 ベストインザスカイ 牡4鹿 57 畑端 省吾飯田 正剛氏 
島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B512－ 41：26．01� 11．6�
816 サトノワイバーン 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504＋221：26．1� 26．4�
713 リーサルストライク 牡5鹿 57 国分 恭介�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 4 〃 クビ 10．7�
59 ス ノ ー マ ン 牡4鹿 57 川田 将雅永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 494± 01：26．2� 3．2	
611�� キタサンシリーズ 牡4栗 57

54 ▲荻野 極
大野商事 清水 久詞 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

502＋ 81：26．3クビ 102．5�
47 タイセイパルサー 牡4黒鹿57 川島 信二田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 494－ 81：26．51 60．5�
612 ビーチパラソル 牝5芦 55 川須 栄彦谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 アタマ 78．3
510 コンクエストシチー �5栗 57 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 462－141：26．71	 104．9�
23 � ショウサングランド 牡4鹿 57

56 ☆小崎 綾也鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 482－131：27．01� 13．0�
12 スズカプリズム 牝4栗 55 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 470－ 41：27．1クビ 81．8�
815�� ロケットビーン 牡4鹿 57 佐藤 友則吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 548－ 2 〃 アタマ 24．1�
（笠松）

35 ドンボラーレ 牡4栗 57
55 △城戸 義政山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋ 61：27．52	 4．3�

24 � エイシンサブウェイ 牡5鹿 57 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 516± 01：27．6クビ 23．8�
11 バ リ キ 牡5栗 57 酒井 学杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 462± 01：28．13 6．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，945，100円 複勝： 42，849，700円 枠連： 23，524，900円
馬連： 79，271，300円 馬単： 33，578，800円 ワイド： 47，991，800円
3連複： 113，912，600円 3連単： 132，528，300円 計： 504，602，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，250円 複 勝 � 1，990円 � 370円 � 280円 枠 連（4－7） 7，040円

馬 連 �� 35，510円 馬 単 �� 69，370円

ワ イ ド �� 10，050円 �� 8，900円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 117，510円 3 連 単 ��� 787，560円

票 数

単勝票数 計 309451 的中 � 3957（12番人気）
複勝票数 計 428497 的中 � 4821（15番人気）� 31340（5番人気）� 45626（4番人気）
枠連票数 計 235249 的中 （4－7） 2589（22番人気）
馬連票数 計 792713 的中 �� 1730（68番人気）
馬単票数 計 335788 的中 �� 363（135番人気）
ワイド票数 計 479918 的中 �� 1217（74番人気）�� 1376（70番人気）�� 7067（21番人気）
3連複票数 計1139126 的中 ��� 727（234番人気）
3連単票数 計1325283 的中 ��� 122（1408番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．8―1：00．4―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キングライオン �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 High Yield デビュー 2015．9．5 札幌1着

2013．3．15生 牡4栗 母 A Bit of Pressure 母母 Bit of the Bubbly 16戦2勝 賞金 16，500，000円
〔発走状況〕 リーサルストライク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ロケットビーン号の騎手佐藤友則は，前検量について注意義務を怠り戒告。
※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。
（非抽選馬） 2頭 アイファーサンディ号・ウォーターミリオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04093 2月19日 晴 良 （29京都2）第8日 第9競走 ��
��1，800�つ ば き 賞

発走14時15分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：43．9
1：43．9

良
良

77 ファンディーナ 牝3青鹿54 川田 将雅�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 512－ 41：50．6 1．3�
89 タガノアスワド 牝3黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 41：50．91� 8．4�
55 インウィスパーズ 牡3鹿 56 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 438－ 61：52．07 5．8�
11 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 56 坂井 瑠星名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 456＋ 21：52．53 17．0�
22 ダノンロッソ 牡3青鹿56 池添 謙一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438± 01：52．71� 11．5	
33 アルジャントゥイユ 牡3栗 56 川須 栄彦村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 438－ 81：52．91	 35．7

66 
 アートオブダムール 牝3鹿 54 城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 434＋ 21：53．0� 106．5�
44 � アンティクイーン 牝3栗 54 佐藤 友則西村 知也氏 笹野 博司 新ひだか 野表 篤夫 426＋ 21：53．31� 119．6�

（笠松） （笠松）

88 � ハ リ ア ー 牝3栗 54 筒井 勇介�ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 440－ 11：53．93� 166．9
（笠松） （笠松）

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，808，900円 複勝： 111，941，800円 枠連： 14，953，600円
馬連： 72，460，900円 馬単： 65，759，100円 ワイド： 45，841，500円
3連複： 95，041，600円 3連単： 340，742，400円 計： 792，549，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 310円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 980円

票 数

単勝票数 計 458089 的中 � 279859（1番人気）
複勝票数 計1119418 的中 � 884666（1番人気）� 49315（3番人気）� 65080（2番人気）
枠連票数 計 149536 的中 （7－8） 28814（2番人気）
馬連票数 計 724609 的中 �� 160227（2番人気）
馬単票数 計 657591 的中 �� 134338（1番人気）
ワイド票数 計 458415 的中 �� 75196（2番人気）�� 87356（1番人気）�� 28957（5番人気）
3連複票数 計 950416 的中 ��� 166391（1番人気）
3連単票数 計3407424 的中 ��� 250650（2番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．9―13．1―12．9―12．6―12．2―10．7―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．1―51．2―1：04．1―1：16．7―1：28．9―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．9
3 9－4（1，7）（3，5）－2，6，8 4 9－7，1（4，5）3，2，6，8

勝馬の
紹 介

ファンディーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．1．22 京都1着

2014．3．10生 牝3青鹿 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 2戦2勝 賞金 16，238，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04094 2月19日 晴 良 （29京都2）第8日 第10競走 ��
��1，800�

か す が

春 日 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

55 デンコウリキ 牡7黒鹿57 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 528＋ 41：48．8 12．0�
77 クィーンズベスト 牝4鹿 54 川田 将雅林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：48．9� 2．2�
78 ゼンノタヂカラオ 牡4黒鹿56 四位 洋文大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 498－ 41：49．21� 6．0�
22 アナザープラネット 牡4鹿 56 武 幸四郎市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 492＋101：49．41	 3．1�
33 ガルデルスリール 牝6鹿 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 27．7�
66 アグネスミニッツ 牡6栗 57 岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 508－101：49．5
 21．5	
89 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 2 〃 アタマ 52．2

810 マイネルネーベル 牡5鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 2 〃 クビ 45．4�
44 ケンホファヴァルト 牡4鹿 56 小崎 綾也中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 460－ 21：50．35 11．3�
11 � ハッチャンハッピー 牝4鹿 54 川島 信二野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 448－ 61：52．3大差 39．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，830，400円 複勝： 46，126，500円 枠連： 23，476，200円
馬連： 99，974，900円 馬単： 56，325，800円 ワイド： 48，023，200円
3連複： 126，788，000円 3連単： 262，354，100円 計： 698，899，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 220円 � 110円 � 170円 枠 連（5－7） 980円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，030円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 20，120円

票 数

単勝票数 計 358304 的中 � 23873（5番人気）
複勝票数 計 461265 的中 � 35842（4番人気）� 180347（1番人気）� 52477（3番人気）
枠連票数 計 234762 的中 （5－7） 18409（4番人気）
馬連票数 計 999749 的中 �� 65749（4番人気）
馬単票数 計 563258 的中 �� 11888（14番人気）
ワイド票数 計 480232 的中 �� 30086（4番人気）�� 10666（13番人気）�� 45048（2番人気）
3連複票数 計1267880 的中 ��� 43445（7番人気）
3連単票数 計2623541 的中 ��� 9452（62番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．5―12．5―12．6―12．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．5―48．0―1：00．5―1：13．1―1：25．6―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウリキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．11．4 京都5着

2010．5．1生 牡7黒鹿 母 デンコウレジーナ 母母 ストームシェルター 36戦4勝 賞金 63，916，000円

１レース目



04095 2月19日 晴 良 （29京都2）第8日 第11競走 ��
��1，400�

いかるが

斑鳩ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

57 キングハート 牡4鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 484＋ 21：22．8 12．1�
56 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 クビ 3．3�
69 ロイヤルストリート 牝5鹿 55 小崎 綾也下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 458＋ 41：22．9クビ 14．7�
711 トーセンデューク 牡6鹿 57 四位 洋文島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 8．4	
813 スマートカルロス 牡5鹿 57 田中 健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 478± 01：23．0� 22．7

22 ニシノラッシュ 牡5鹿 57 川須 栄彦西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 502＋12 〃 ハナ 7．2�
68 テルメディカラカラ 牝5黒鹿55 武 幸四郎小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 458＋ 21：23．21 10．0�
45 レッドアヴァンセ 牝4黒鹿55 佐藤 友則 東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 ハナ 3．5�

（笠松）

33 マ カ ハ 牡8鹿 57 池添 謙一広尾レース 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B476＋ 4 〃 クビ 14．2�
710 ダノンルージュ 牝7鹿 55 川島 信二ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 498＋161：23．3クビ 111．6�
44 コウエイタケル 牡6鹿 57 義 英真伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 492－ 2 〃 ハナ 58．7�
11 ビナイーグル 牡4鹿 57 酒井 学井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 500－121：23．4	 53．7�
812 テイエムゲッタドン 
6栗 57 �島 良太竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B510＋ 41：24．35 170．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，966，800円 複勝： 71，255，300円 枠連： 46，423，300円
馬連： 221，851，100円 馬単： 95，429，300円 ワイド： 91，752，900円
3連複： 313，267，700円 3連単： 485，441，400円 計： 1，386，387，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 320円 � 150円 � 340円 枠 連（5－5） 2，240円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，900円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 8，820円 3 連 単 ��� 54，380円

票 数

単勝票数 計 609668 的中 � 40170（6番人気）
複勝票数 計 712553 的中 � 51067（7番人気）� 155218（1番人気）� 46322（8番人気）
枠連票数 計 464233 的中 （5－5） 16042（11番人気）
馬連票数 計2218511 的中 �� 87284（7番人気）
馬単票数 計 954293 的中 �� 14573（20番人気）
ワイド票数 計 917529 的中 �� 33168（7番人気）�� 12014（29番人気）�� 23520（12番人気）
3連複票数 計3132677 的中 ��� 26634（33番人気）
3連単票数 計4854414 的中 ��� 6471（195番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．1―11．2―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．9―37．0―48．2―59．7―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 ・（2，9，12，7）3（6，5，8）（1，11，13）4，10 4 ・（2，9）7（3，6）8（12，13）（1，4，11）（5，10）

勝馬の
紹 介

キングハート �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．9．26 中山2着

2013．5．7生 牡4鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 17戦4勝 賞金 79，994，000円
※レッドアヴァンセ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04096 2月19日 晴 良 （29京都2）第8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

714 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿57 四位 洋文前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 482± 01：25．6 60．6�
611� バーサーカー 牡5栗 57 国分 恭介香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B512± 0 〃 クビ 39．0�
59 レッドヴェルサス 牡4鹿 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B516＋ 41：25．7クビ 3．6�
510 タッチシタイ 牡7栗 57 佐藤 友則小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 502＋ 21：25．8	 28．6�

（笠松）

12 
 ゼ ア ミ 牡6芦 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 竹内 正洋 米 Barnett Sta-
bles LLC 538－ 21：25．9	 21．4	

36 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490－ 4 〃 ハナ 34．1

23 コンドルヒデオ 牡5鹿 57 �島 良太庄司 修二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 516＋ 21：26．21� 44．3�
24 ノースウッド 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也 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 520± 0 〃 アタマ 3．9�

47 マイグランクロア 牝4鹿 55
52 ▲森 裕太朗吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 482± 0 〃 クビ 21．4

816 ウサギノカケアシ 牡5芦 57 酒井 学桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 494－ 21：26．3クビ 43．7�
11 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 544＋161：26．4	 10．1�
48 ナリタロック 牡7栗 57

56 ☆義 英真�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496－ 61：26．61 93．8�
815 クリスタルタイソン �4黒鹿57 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム B504＋ 81：26．91� 5．4�
612 クリノダイスーシー 牡5鹿 57 筒井 勇介栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 514± 01：27．11 83．8�

（笠松）

713 トミケンキルカス 牡5栗 57
55 △坂井 瑠星冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 508－ 41：27．2	 34．0�

35 
 カフジオリオン 牡5鹿 57 池添 謙一加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida B490－ 81：27．62	 6．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，489，700円 複勝： 67，531，300円 枠連： 42，496，600円
馬連： 165，025，700円 馬単： 66，673，900円 ワイド： 84，843，400円
3連複： 237，929，600円 3連単： 312，047，800円 計： 1，031，038，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，060円 複 勝 � 920円 � 730円 � 170円 枠 連（6－7） 11，710円

馬 連 �� 69，160円 馬 単 �� 129，880円

ワ イ ド �� 12，330円 �� 3，030円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 95，070円 3 連 単 ��� 1，160，170円

票 数

単勝票数 計 544897 的中 � 7185（14番人気）
複勝票数 計 675313 的中 � 15734（13番人気）� 20389（10番人気）� 141998（1番人気）
枠連票数 計 424966 的中 （6－7） 2811（31番人気）
馬連票数 計1650257 的中 �� 1849（101番人気）
馬単票数 計 666739 的中 �� 385（195番人気）
ワイド票数 計 848434 的中 �� 1751（92番人気）�� 7265（35番人気）�� 8912（25番人気）
3連複票数 計2379296 的中 ��� 1877（235番人気）
3連単票数 計3120478 的中 ��� 195（1937番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．2―59．5―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．4
3 2（4，12）1（10，15）9（3，6）8－7－5，13，11，16－14 4 2（4，12）－（1，10）（3，6，9）（15，8）7，11－5，16，13，14

勝馬の
紹 介

ア チ ー ヴ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．27 京都5着

2010．3．19生 牡7黒鹿 母 プレシャスマンデー 母母 マダムダンサー 36戦3勝 賞金 41，440，000円
※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） 5頭 アイファーサラオー号・オホーツク号・パッシングブリーズ号・プロスパー号・ララパルーザ号
（非抽選馬） 1頭 カネコメオスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（29京都2）第8日 2月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 163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

208，240，000円
2，530，000円
11，530，000円
1，050，000円
22，990，000円
65，456，000円
5，052，800円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
399，654，300円
573，579，500円
251，189，600円
997，708，400円
518，898，900円
539，749，800円
1，408，564，100円
2，310，149，600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 6，999，494，200円

総入場人員 23，697名 （有料入場人員 22，499名）



平成29年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，293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

1，905，870，000円
20，240，000円
115，260，000円
10，740，000円
214，930，000円
515，703，000円
37，070，000円
12，412，800円

勝馬投票券売得金
4，179，114，400円
6，832，618，100円
2，172，870，800円
9，919，996，700円
5，224，811，300円
5，403，830，900円
13，883，193，100円
24，320，047，800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 71，936，483，100円

総入場延人員 142，109名 （有料入場延人員 133，036名）
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