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04061 2月11日 晴 不良 （30京都2）第6日 第1競走 1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

510 エイスノート 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 462－ 21：12．0 3．2�
48 アメリカズハート 牝3栗 54 畑端 省吾栗山 良子氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 458－ 61：12．42� 7．0�
816 グランディスカーペ 牡3黒鹿56 岩田 康誠小田 吉男氏 安達 昭夫 新冠 アラキフアーム 454－ 41：13．14 41．5�
36 プロネルクール 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 490＋ 41：13．42 2．5�
23 ビッグウェーブ 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 476＋10 〃 ハナ 18．7�
713 ハルキストン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 444＋ 21：13．61 27．1	
612 ヒルノコルドバ 牡3青 56 酒井 学�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 410－ 21：13．81� 93．0

611 パープルヒストリー 牡3栗 56 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 430＋ 61：13．9クビ 59．8�
12 ラ イ リ ー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 476＋ 61：14．11� 11．4�
59 リュウノシャツ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 石橋 守 日高 ノースガーデン 466－ 4 〃 ハナ 32．6
815 トラストノブナガ �3鹿 56 松山 弘平菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 440－ 41：14．31� 13．7�
24 メイショウツヅラ 牝3青鹿54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 418－ 61：14．4� 251．1�
11 メイショウコウソク 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 464＋ 2 〃 ハナ 96．9�
47 マイウェイカイ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太田畑 利彦氏 西橋 豊治 浦河 �川 啓一 442－ 41：16．8大差 248．6�
35 アイファージュリア 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 静内山田牧場 412＋ 41：17．01 535．1�
714 バイタルコード 牡3鹿 56 松若 風馬林 正道氏 松下 武士 新ひだか 矢野牧場 504－ 41：17．1� 18．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，565，200円 複勝： 45，895，800円 枠連： 12，932，000円
馬連： 59，823，300円 馬単： 28，627，500円 ワイド： 47，800，600円
3連複： 94，931，000円 3連単： 107，723，900円 計： 426，299，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 250円 � 960円 枠 連（4－5） 1，260円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，390円 �� 5，220円

3 連 複 ��� 24，020円 3 連 単 ��� 80，020円

票 数

単勝票数 計 285652 的中 � 69518（2番人気）
複勝票数 計 458958 的中 � 128061（1番人気）� 42121（3番人気）� 8459（11番人気）
枠連票数 計 129320 的中 （4－5） 7919（4番人気）
馬連票数 計 598233 的中 �� 38479（3番人気）
馬単票数 計 286275 的中 �� 10043（5番人気）
ワイド票数 計 478006 的中 �� 24459（2番人気）�� 3485（34番人気）�� 2249（45番人気）
3連複票数 計 949310 的中 ��� 2964（65番人気）
3連単票数 計1077239 的中 ��� 976（234番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．8―12．0―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．7―47．7―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイスノート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2017．12．3 中京7着

2015．4．6生 牝3黒鹿 母 エイトディズアパート 母母 Raska 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 グランディスカーペ号の騎手岩田康誠は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイウェイカイ号・バイタルコード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月

11日まで平地競走に出走できない。
アイファージュリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月11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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモエクセレント号・リリープリンセス号
（非抽選馬） 1頭 ベルウッドホーク号

04062 2月11日 晴 不良 （30京都2）第6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）

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

711 トモノコテツ 牡3鹿 56 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 468＋ 41：54．7 8．2�
813 レッドアルディ 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500＋121：55．12� 4．0�
45 ザファーストバイオ 牡3栗 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 464＋ 41：55．73� 2．9�
46 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：56．01� 3．0�
58 エ ケ ト ロ ス 牡3黒鹿56 藤岡 康太中辻 明氏 笹田 和秀 浦河 中村 雅明 490－ 21：56．1� 27．1	
22 ナムラシシマル 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 500－ 21：56．31� 36．6

712 アカネコントレイル 牡3鹿 56 岩田 康誠ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 456－ 61：56．4� 57．0�
57 ソ リ ロ キ ー 牡3黒鹿56 �島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536－ 6 〃 ハナ 25．4�
814 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 452－ 2 〃 クビ 100．0
610 エポドスミノル �3黒鹿56 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 430± 01：57．03� 102．8�
11 フォーアシュトース 牡3黒鹿56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 イワミ牧場 520± 01：58．9大差 88．3�
33 オークヒルロッジ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512－101：59．0� 18．5�
34 ティーグローリー 牡3青鹿56 柴田 未崎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 いとう牧場 506＋281：59．63� 135．9�

（13頭）
69 シ ン マ 牡3栗 56 藤岡 佑介�MMC 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 456＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，486，300円 複勝： 35，603，100円 枠連： 15，710，400円
馬連： 55，626，700円 馬単： 27，259，600円 ワイド： 40，620，100円
3連複： 80，540，300円 3連単： 95，953，900円 計： 378，800，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 170円 � 140円 � 110円 枠 連（7－8） 1，390円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 480円 �� 320円 �� 240円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 9，320円

票 数

単勝票数 差引計 274863（返還計 4323） 的中 � 26730（4番人気）
複勝票数 差引計 356031（返還計 6409） 的中 � 40647（4番人気）� 63750（2番人気）� 103233（1番人気）
枠連票数 差引計 157104（返還計 156） 的中 （7－8） 8699（5番人気）
馬連票数 差引計 556267（返還計 15909） 的中 �� 26252（6番人気）
馬単票数 差引計 272596（返還計 8026） 的中 �� 5641（12番人気）
ワイド票数 差引計 406201（返還計 16601） 的中 �� 19687（6番人気）�� 32021（3番人気）�� 47541（1番人気）
3連複票数 差引計 805403（返還計 46987） 的中 ��� 61296（3番人気）
3連単票数 差引計 959539（返還計 55670） 的中 ��� 7461（22番人気）

ハロンタイム 12．3―12．0―13．6―13．4―13．0―12．5―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―37．9―51．3―1：04．3―1：16．8―1：29．5―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモノコテツ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．1．20 京都4着

2015．5．5生 牡3鹿 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔騎手変更〕 ナムラシシマル号の騎手小林徹弥は，病気のため三津谷隼人に変更。
〔競走除外〕 シンマ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。

第２回 京都競馬 第６日



04063 2月11日 晴 不良 （30京都2）第6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）

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

510 プリヴェット 牝3鹿 54 藤岡 佑介下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 466＋ 21：25．7 10．3�
36 ダイメイギンガ 牝3栗 54 菱田 裕二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 464＋ 41：25．8� 9．3�
12 ジョーダンヒロイン 牝3青鹿54 福永 祐一廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 434＋ 21：26．01� 21．1�
24 キタノタマテバコ 牝3鹿 54 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 416＋ 21：26．53 18．4�
48 タガノエルフ 牝3黒鹿54 北村 友一八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452－ 41：26．71� 2．0	
713 ブルベアアオジソ 牝3鹿 54 川島 信二 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 B442－ 21：26．8� 163．5

816 ロイズブルー 牝3黒鹿54 松山 弘平山崎 泰博氏 池添 学 日高 新井 弘幸 464＋ 21：27．12 26．8�
611 エイシンヘリテイジ 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 448－ 21：27．31� 155．0�
11 スーブレット 牝3栗 54 M．デムーロ シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 41：27．51� 3．3�
35 メタルカラー 牝3栗 54 藤岡 康太サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 444－ 41：28．13� 42．3�
815 クインズカトレア 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 408＋ 2 〃 クビ 20．1�
612 ペイシャキャサリン 牝3鹿 54 幸 英明北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 434＋ 21：28．52� 67．2�
23 メイショウイライザ 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 434± 0 〃 クビ 373．5�
714 アクアリブラ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁大塚 亮一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 410－101：28．81� 368．5�
59 アマノラヴィータ 牝3鹿 54 �島 克駿中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 丸村村下

ファーム 462± 01：29．86 381．3�
47 ウォーターシドモア 牝3鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 466－ 21：30．86 105．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，178，500円 複勝： 53，338，300円 枠連： 19，765，800円
馬連： 73，889，700円 馬単： 38，095，900円 ワイド： 55，619，900円
3連複： 102，570，300円 3連単： 135，501，800円 計： 512，960，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 290円 � 320円 � 460円 枠 連（3－5） 3，710円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 2，040円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 17，250円 3 連 単 ��� 101，480円

票 数

単勝票数 計 341785 的中 � 26309（4番人気）
複勝票数 計 533383 的中 � 49778（3番人気）� 45206（4番人気）� 28244（7番人気）
枠連票数 計 197658 的中 （3－5） 4127（12番人気）
馬連票数 計 738897 的中 �� 15351（13番人気）
馬単票数 計 380959 的中 �� 3394（25番人気）
ワイド票数 計 556199 的中 �� 13679（12番人気）�� 6953（21番人気）�� 7247（19番人気）
3連複票数 計1025703 的中 ��� 4459（48番人気）
3連単票数 計1355018 的中 ��� 968（259番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．4―12．9―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．4―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリヴェット �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．12．23 阪神6着

2015．4．26生 牝3鹿 母 ツルマルハロー 母母 スリーソウツ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 タガノエルフ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 プリヴェット号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ウォーターシドモア号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 ファンダンゴ号

04064 2月11日 曇 不良 （30京都2）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25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

35 グレートタイム 牡3黒鹿56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470－ 21：51．6 1．5�
36 テーオーエナジー 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 494－ 21：51．81� 9．3�
48 ブルベアジネンジョ 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B452＋ 21：52．33 206．0�
815 サクラアリュール 牡3栗 56 松山 弘平�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 468＋10 〃 クビ 19．5�
24 キングブラック 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 504＋ 21：52．4� 129．3�
11 ワイルドシング 牡3黒鹿56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 454－ 41：52．93 54．7	
23 � バトルマイスター 牡3鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 手塚 貴久 米 Northwest

Farms LLC 496＋ 81：53．0� 4．1

510 ディバインブリーズ 牡3黒鹿56 川田 将雅杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B500＋101：53．1クビ 26．0�
611 クリノカポネ 牡3鹿 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 4 〃 クビ 58．0�
714� ベストマイウェイ 牡3鹿 56 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B526－ 21：53．31� 67．1
59 ミスズフリオーソ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 478－ 61：53．4� 101．3�
713 ト キ ノ オ ー 牡3黒鹿56 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 500± 01：53．5� 213．1�
612 レンジストライク 牡3黒鹿56 D．バルジュー �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：53．81� 20．4�
（伊）

816 ラクロアクリスエス 牡3鹿 56 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：54．65 101．8�
12 スカイルーク 牡3鹿 56 岩崎 翼菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 472＋ 41：56．08 377．7�
47 ツーエムアリエス 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 470＋ 41：56．21� 56．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，465，300円 複勝： 191，326，600円 枠連： 23，492，100円
馬連： 79，680，800円 馬単： 53，039，600円 ワイド： 63，753，800円
3連複： 126，715，300円 3連単： 214，646，900円 計： 799，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，950円 枠 連（3－3） 400円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 240円 �� 4，320円 �� 11，350円

3 連 複 ��� 18，070円 3 連 単 ��� 31，770円

票 数

単勝票数 計 464653 的中 � 244207（1番人気）
複勝票数 計1913266 的中 � 1440145（1番人気）� 108266（3番人気）� 5119（15番人気）
枠連票数 計 234921 的中 （3－3） 44749（2番人気）
馬連票数 計 796808 的中 �� 128591（2番人気）
馬単票数 計 530396 的中 �� 73830（2番人気）
ワイド票数 計 637538 的中 �� 84847（2番人気）�� 3331（37番人気）�� 1256（69番人気）
3連複票数 計1267153 的中 ��� 5259（43番人気）
3連単票数 計2146469 的中 ��� 4898（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．1―48．7―1：01．3―1：13．9―1：26．5―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレートタイム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．14 京都2着

2015．2．15生 牡3黒鹿 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 4戦2勝 賞金 17，900，000円
※レンジストライク号は，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。



04065 2月11日 曇 重 （30京都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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

510 クリノフラッシュ 牝3青鹿54 福永 祐一栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 422± 01：38．4 5．5�
612 エスケートーラス 牡3鹿 56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 450± 01：38．61� 60．5�
11 � フロリダロス 牡3鹿 56 国分 優作 �コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

486＋ 21：38．92 8．3�
611 インターセクション 牡3栗 56 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 21：39．11� 18．1�
714 シャイニインパクト 牝3黒鹿54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 426－12 〃 同着 87．5�
816 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 船越牧場 438－ 21：39．2� 238．8	
713 サワヤカタイド 牡3青鹿56 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 446＋ 81：39．3� 76．6

23 ウェーブスピリッツ 牡3鹿 56 �島 克駿万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 426－101：39．93� 184．1�
815 メルジェリーナ 牝3鹿 54 D．バルジュー �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 440± 01：40．11� 35．0�

（伊）

59 デンコウエルドラド 牡3栗 56
55 ☆城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 474－ 41：40．2� 7．7

47 ル ナ ス テ ラ 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 アタマ 1．7�
35 エンマダイオウ 牡3黒鹿56 幸 英明小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 488－12 〃 クビ 53．5�
36 ロケットクイーン 牝3鹿 54 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 アタマ 26．5�
24 プラードデラルス 牡3鹿 56 松山 弘平前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 434－ 41：40．62� 25．0�
48 プライムチョイス 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 432± 01：40．7	 103．4�
12 ゲットオーバー 牡3黒鹿56 北村 友一前田 幸治氏 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 408－ 61：40．8� 268．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，995，300円 複勝： 55，074，300円 枠連： 21，978，500円
馬連： 68，612，100円 馬単： 40，949，100円 ワイド： 54，230，800円
3連複： 99，672，800円 3連単： 151，430，900円 計： 528，943，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 900円 � 270円 枠 連（5－6） 2，010円

馬 連 �� 10，520円 馬 単 �� 17，280円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 600円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 20，380円 3 連 単 ��� 127，060円

票 数

単勝票数 計 369953 的中 � 53031（2番人気）
複勝票数 計 550743 的中 � 78485（2番人気）� 13003（9番人気）� 55354（3番人気）
枠連票数 計 219785 的中 （5－6） 8456（7番人気）
馬連票数 計 686121 的中 �� 5050（26番人気）
馬単票数 計 409491 的中 �� 1777（39番人気）
ワイド票数 計 542308 的中 �� 5033（26番人気）�� 24904（5番人気）�� 3046（37番人気）
3連複票数 計 996728 的中 ��� 3668（56番人気）
3連単票数 計1514309 的中 ��� 864（307番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．6―12．3―12．6―12．9―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．4―35．0―47．3―59．9―1：12．8―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．5 京都5着

2015．5．31生 牝3青鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート 5戦1勝 賞金 7，700，000円
※ネリチャギ号は，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。

04066 2月11日 曇 重 （30京都2）第6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）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

35 ビービーデフィ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�坂東牧場 角居 勝彦 平取 坂東牧場 500 ―1：53．0 12．9�
59 アンドレアス �3青鹿56 M．デムーロ寺田千代乃氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452 ―1：53．21 4．4�
612 ア ト ミ カ 牝3鹿 54 �島 克駿合同会社東堂 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 422 ―1：53．3� 45．3�
815 タガノヒルクライム 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 456 ―1：53．4� 21．5�
510 ヴォルフガング 牡3栗 56

54 △森 裕太朗 Him Rock Racing 佐々木晶三 新ひだか 大典牧場 446 ― 〃 ハナ 141．7�
12 サトノゲイル 牡3青鹿56 川田 将雅 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 468 ― 〃 クビ 4．1

713 ル リ ー 牝3栗 54 古川 吉洋サン 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 412 ―1：53．93 174．6�
48 ヤマニンフェイト �3青鹿56 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 378 ―1：54．21� 215．0�
47 パクスディオラム 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 492 ―1：54．3� 12．1
36 マージェリー 牝3栗 54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 430 ―1：54．61� 6．7�
611	 アメリカンエース 牡3鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster 490 ― 〃 クビ 3．2�
816 サンライズブリッツ 牡3栗 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 468 ―1：54．92 83．3�
714 ア ブ ソ ー ブ 牝3黒鹿54 水口 優也山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 賀張中川牧場 490 ―1：55．0クビ 30．9�
24 トウケイサミドリ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 大道牧場 452 ―1：55．53 286．0�
11 	 リ ョ ー ケ ン 牡3鹿 56 松山 弘平了德寺健二氏 矢作 芳人 愛 Swordle-

stown Little 464 ―1：55．82 44．6�
23 レッドオルティス 牝3青鹿54 北村 友一 	東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454 ―2：04．5大差 56．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，727，900円 複勝： 46，446，500円 枠連： 17，928，600円
馬連： 66，083，300円 馬単： 31，327，400円 ワイド： 45，148，000円
3連複： 85，143，800円 3連単： 101，718，300円 計： 430，523，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 310円 � 200円 � 800円 枠 連（3－5） 1，070円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 8，300円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 4，770円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 30，960円 3 連 単 ��� 187，170円

票 数

単勝票数 計 367279 的中 � 22678（6番人気）
複勝票数 計 464465 的中 � 38045（5番人気）� 74380（3番人気）� 12546（9番人気）
枠連票数 計 179286 的中 （3－5） 12962（6番人気）
馬連票数 計 660833 的中 �� 14604（13番人気）
馬単票数 計 313274 的中 �� 2828（30番人気）
ワイド票数 計 451480 的中 �� 10734（13番人気）�� 2389（44番人気）�� 4083（28番人気）
3連複票数 計 851438 的中 ��� 2062（86番人気）
3連単票数 計1017183 的中 ��� 394（475番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．1―13．4―13．8―13．1―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．5―49．9―1：03．7―1：16．8―1：29．0―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．2
3 ・（14，12）（2，11）5（4，6，8）9（1，7，16，13）（15，10）＝3 4 ・（12，5）（14，9）（2，11）（6，8）（4，7，13）（1，15，16，10）＝3

勝馬の
紹 介

ビービーデフィ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．4．4生 牡3黒鹿 母 レッドボナンザ 母母 タイキフォレスト 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドオルティス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月11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 サニツ号・ダノンキャンディ号・チュウワウィザード号・ハコダテダリア号・バトルチャンプ号・

ララシャンパーニュ号



04067 2月11日 曇 不良 （30京都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15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

57 ローゼンタール 牝5栗 55 M．デムーロ岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 532＋ 41：11．0 6．1�
813 タ テ ヤ マ 牡4栗 57 松山 弘平小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 468± 01：11．32 4．8�
11 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 494± 01：11．93� 15．5�
711 ビップソルダー 牡4鹿 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 490－ 41：12．11� 9．6�
45 � リッカクロフネ 牡6芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 490－ 21：12．2� 13．6�
34 ワイルドフォックス 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 524＋ 2 〃 クビ 3．4�
58 ブラックランナー 牡4鹿 57 幸 英明 	カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：12．3クビ 5．7

69 ボストンビリーヴ 牝8栗 55

53 △森 裕太朗ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－ 61：12．4� 67．3�
712 エイシンムー 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極	栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 494－ 4 〃 アタマ 71．7�
22 スズカアカデミー 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 494＋141：12．5� 21．9
33 カキツバタチグサ �5鹿 57 菱田 裕二芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 514－ 21：12．82 43．8�
814 ラララルジェス 牝5鹿 55 北村 友一フジイ興産	 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476－ 21：13．01� 14．9�
610� パ レ ー ド 牝5鹿 55

52 ▲富田 暁下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 444＋ 81：13．1クビ 266．4�
46 � ペイシャブルー 牝4黒鹿55 高倉 稜北所 直人氏 坂口 正則 日高 中川 欽一 424＋ 21：14．58 188．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，906，200円 複勝： 62，720，800円 枠連： 23，226，800円
馬連： 89，752，200円 馬単： 37，422，000円 ワイド： 59，090，000円
3連複： 117，777，800円 3連単： 134，997，400円 計： 565，893，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 200円 � 380円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，640円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 37，380円

票 数

単勝票数 計 409062 的中 � 53029（4番人気）
複勝票数 計 627208 的中 � 73746（4番人気）� 88484（3番人気）� 37010（8番人気）
枠連票数 計 232268 的中 （5－8） 33397（2番人気）
馬連票数 計 897522 的中 �� 43301（5番人気）
馬単票数 計 374220 的中 �� 8124（11番人気）
ワイド票数 計 590900 的中 �� 24217（5番人気）�� 8991（21番人気）�� 13051（15番人気）
3連複票数 計1177778 的中 ��� 12138（25番人気）
3連単票数 計1349974 的中 ��� 2618（135番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．7―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．3
3 ・（4，7）8（1，5）（12，14）－（2，6，3）13，11－10－9 4 ・（4，7）8（1，5）12（2，14）3（6，13，11）－（10，9）

勝馬の
紹 介

ローゼンタール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．28 東京13着

2013．3．8生 牝5栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 26戦3勝 賞金 36，570，000円

04068 2月11日 曇 不良 （30京都2）第6日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

611 スズカガルチ 牡4栗 56 菱田 裕二永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B514－ 21：57．5 31．1�
11 ネクストムーブ 牡5栗 57 藤岡 佑介林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 518± 0 〃 クビ 2．8�
47 エフハリスト 牡5青鹿57 松山 弘平吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472－ 41：57．6� 26．7�
35 � マテラリードル 牡5鹿 57 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham

Stable LLC 528＋ 41：58．02� 15．6�
815 ヤマニンバンタジオ 	4栗 56 藤懸 貴志土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 534－121：58．53 50．2�
59 シャイニーゲール 牡4鹿 56 岩田 康誠小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470＋ 81：58．71� 13．1	
610 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 福永 祐一
アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B514＋ 41：58．91
 6．2�
713 グランセノーテ 牡5栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 B544＋161：59．11
 11．4�
58 � ダブルアックス 牡5黒鹿57 小牧 太田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 532＋101：59．52� 25．7
22 ワンダーウマス 牡4鹿 56 高倉 稜山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 488－ 41：59．81� 17．9�
23 カ カ ア コ 牝4栗 54

53 ☆小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 22：00．33 156．6�
34 ナムラカブト 牡4黒鹿 56

53 ▲富田 暁奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 504＋ 82：00．83 8．5�
814 オ ー ル デ ン 牡4鹿 56 松若 風馬金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 456± 02：02．07 11．5�
712 デスティネイション 牡4鹿 56 国分 恭介 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500＋102：02．31� 9．0�
46 � ジュンマシュウ 牡4黒鹿 56

54 △森 裕太朗河合 純二氏 森 秀行 洞湖 レイクヴィラファーム 520－ 82：03．04 138．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，402，100円 複勝： 63，735，100円 枠連： 27，704，100円
馬連： 100，938，600円 馬単： 43，861，200円 ワイド： 69，708，300円
3連複： 140，049，600円 3連単： 161，502，800円 計： 649，901，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 680円 � 140円 � 620円 枠 連（1－6） 1，040円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 10，810円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 5，610円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 20，830円 3 連 単 ��� 146，360円

票 数

単勝票数 計 424021 的中 � 10896（12番人気）
複勝票数 計 637351 的中 � 18883（12番人気）� 165483（1番人気）� 21078（11番人気）
枠連票数 計 277041 的中 （1－6） 20479（3番人気）
馬連票数 計1009386 的中 �� 19380（14番人気）
馬単票数 計 438612 的中 �� 3042（40番人気）
ワイド票数 計 697083 的中 �� 13498（12番人気）�� 3103（65番人気）�� 15327（9番人気）
3連複票数 計1400496 的中 ��� 5042（71番人気）
3連単票数 計1615028 的中 ��� 800（487番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．4―12．8―12．7―12．8―12．5―12．4―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―17．8―29．2―42．0―54．7―1：07．5―1：20．0―1：32．4―1：44．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカガルチ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2017．2．19 小倉17着

2014．5．22生 牡4栗 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー 12戦2勝 賞金 14，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンマシュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月11日まで平地競

走に出走できない。
※ヤマニンバンタジオ号は，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11日 曇 重 （30京都2）第6日 第9競走 ��1，400�
う じ が わ

宇 治 川 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，29．2．11以降30．2．4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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

24 キアロスクーロ �5黒鹿55 M．デムーロ水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496＋ 21：23．8 5．1�
816 サフランハート 牡5鹿 56 福永 祐一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 448－ 21：23．9� 2．9�
510 グロワールシチー 牡4鹿 54 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 468－ 21：24．0� 20．1�
48 アドマイヤリアル 牡5青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486－ 21：24．21� 8．2�
47 アクセラレート 牡6鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 0 〃 クビ 24．1	
611 グランドロワ 牡4栗 54 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B488＋ 41：24．3� 16．1

59 フェルトベルク 牝4鹿 52 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 426＋ 41：24．51� 79．1�
36 ニシノカブケ 牡6栗 54 松田 大作西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 504－101：24．6� 42．0�
713 レ ン ト ラ ー �6黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 456± 01：24．7クビ 168．8
23 タガノアスワド 牝4黒鹿53 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 502＋ 2 〃 クビ 7．1�
35 コウエイダリア 牝4黒鹿52 松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 490－ 61：24．8� 30．0�
714 キャンディバローズ 牝5鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 422－ 21：25．11� 36．9�
612 オーマイガイ 牡5栗 55 岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 472＋ 2 〃 ハナ 18．7�
815 サレンティーナ 牡4栗 55 D．バルジュー �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋10 〃 ハナ 20．9�
（伊）

11 レッドリボン 牝4鹿 52 藤岡 康太甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 448＋ 41：25．31� 10．2�
12 	 ホーリーシュラウド 牝6黒鹿51 藤懸 貴志星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 460＋ 21：25．61� 244．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，968，700円 複勝： 96，630，400円 枠連： 43，451，700円
馬連： 161，368，100円 馬単： 60，650，800円 ワイド： 100，702，400円
3連複： 216，391，500円 3連単： 253，825，400円 計： 992，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 130円 � 390円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，540円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 23，240円

票 数

単勝票数 計 599687 的中 � 93263（2番人気）
複勝票数 計 966304 的中 � 148814（2番人気）� 238491（1番人気）� 45378（8番人気）
枠連票数 計 434517 的中 （2－8） 83394（1番人気）
馬連票数 計1613681 的中 �� 188600（1番人気）
馬単票数 計 606508 的中 �� 26140（2番人気）
ワイド票数 計1007024 的中 �� 81375（1番人気）�� 15571（19番人気）�� 25728（7番人気）
3連複票数 計2163915 的中 ��� 33613（9番人気）
3連単票数 計2538254 的中 ��� 7916（38番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．2―12．3―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キアロスクーロ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．10．31 京都3着

2013．3．4生 �5黒鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 21戦4勝 賞金 84，658，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ナムラアッパー号・ラッフォルツァート号・ワキノアタリ号
※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。

04070 2月11日 曇 重 （30京都2）第6日 第10競走 ��2，400�
しょうらい

松籟ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，29．2．11以降30．2．4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
2：22．1

良
良

55 ガ ン コ 牡5青鹿56 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 504＋ 82：28．2 2．8�
77 アドマイヤロブソン 牡4鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 82：28．83� 2．2�
66 � イ チ ダ イ 牡5鹿 55 酒井 学合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B532－ 82：29．12 48．8�
44 マイネルレオーネ 牡6黒鹿54 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 400＋ 22：29．41� 13．1�

（伊）

89 コウエイワンマン 牡7黒鹿54 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530± 02：30．03� 32．1�
11 スズカルパン 牡9鹿 55 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 478＋ 22：30．31� 28．0	
33 サンマルホーム 牡8栗 52 松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B448－ 22：30．94 64．7

22 グラットシエル 牡4黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 514＋122：31．0� 4．4�
88 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 松山 弘平中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 470＋ 62：31．53 20．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 64，476，700円 複勝： 83，149，700円 枠連： 23，871，700円
馬連： 137，465，400円 馬単： 77，031，900円 ワイド： 78，254，400円
3連複： 194，477，900円 3連単： 424，843，000円 計： 1，083，570，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 470円 枠 連（5－7） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，080円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 6，820円

票 数

単勝票数 計 644767 的中 � 181039（2番人気）
複勝票数 計 831497 的中 � 159000（2番人気）� 375127（1番人気）� 18717（8番人気）
枠連票数 計 238717 的中 （5－7） 60920（1番人気）
馬連票数 計1374654 的中 �� 359924（1番人気）
馬単票数 計 770319 的中 �� 88743（2番人気）
ワイド票数 計 782544 的中 �� 155351（1番人気）�� 15232（14番人気）�� 18380（13番人気）
3連複票数 計1944779 的中 ��� 75967（6番人気）
3連単票数 計4248430 的中 ��� 45105（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―12．9―12．8―12．8―12．6―12．9―12．3―12．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．1―35．9―48．8―1：01．6―1：14．4―1：27．0―1：39．9―1：52．2―2：04．5―2：16．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
8－7，5，2（1，6）4－3＝9
8，7，5（1，2）（4，6）－3＝9

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

勝馬の
紹 介

ガ ン コ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．5 函館2着

2013．3．12生 牡5青鹿 母 シングアップロック 母母 アンティーケリー 27戦5勝 賞金 92，491，000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。

２レース目



04071 2月11日 晴 重 （30京都2）第6日 第11競走
第111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，29．2．11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，29．2．10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 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

44 クリンチャー 牡4鹿 55 藤岡 佑介前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 486＋ 42：16．3 10．5�
810 ア ル ア イ ン 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522＋ 22：16．51 6．6�
66 レ イ デ オ ロ 牡4鹿 57 D．バルジュー �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 1．6�

（伊）

55 モズカッチャン 牝4黒鹿54 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 480＋ 4 〃 ハナ 5．2�
22 ケ ン ト オ ー 牡6黒鹿56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 470＋ 62：16．82 189．4	
33 デ ィ ア ド ラ 牝4鹿 54 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：17．33 12．5

89 ミッキーロケット 牡5鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：17．4� 19．7�
77 クロコスミア 牝5黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 434＋ 6 〃 クビ 12．3�
78 アクションスター 牡8栗 56 太宰 啓介福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 02：19．5大差 448．5
11 プリメラアスール 牝6黒鹿54 酒井 学�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 508－ 42：20．03 140．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 350，902，800円 複勝： 485，558，300円 枠連： 86，962，100円
馬連： 748，547，900円 馬単： 454，144，400円 ワイド： 378，111，900円
3連複： 1，003，638，200円 3連単： 2，787，193，900円 計： 6，295，059，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 180円 � 170円 � 110円 枠 連（4－8） 2，510円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 680円 �� 300円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 16，450円

票 数

単勝票数 計3509028 的中 � 266443（4番人気）
複勝票数 計4855583 的中 � 353584（4番人気）� 386822（3番人気）� 2709463（1番人気）
枠連票数 計 869621 的中 （4－8） 26815（9番人気）
馬連票数 計7485479 的中 �� 204417（11番人気）
馬単票数 計4541444 的中 �� 50361（24番人気）
ワイド票数 計3781119 的中 �� 121563（11番人気）�� 322816（3番人気）�� 457562（1番人気）
3連複票数 計10036382 的中 ��� 594205（4番人気）
3連単票数 計27871939 的中 ��� 122770（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．0―37．3―50．3―1：03．0―1：15．6―1：27．8―1：40．0―1：52．2―2：04．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリンチャー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．1．16 中京12着

2014．3．10生 牡4鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 8戦3勝 賞金 156，642，000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。

04072 2月11日 晴 不良 （30京都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 （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

815 テイエムグッドマン 牡4鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 498－ 41：24．4 9．4�
59 メイショウラケーテ 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 460－ 4 〃 クビ 4．2�
11 ワンダーサジェス 牝5鹿 55 小牧 太山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 490± 01：24．61� 24．2�
712 リアルプロジェクト 牡6鹿 57 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B532－ 41：24．81� 37．5�
610 トウカイシュテルン 牝4鹿 55 藤岡 佑介内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 486＋ 21：24．9� 5．9�
47 ハーツジュニア 牡6鹿 57

54 ▲富田 暁田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504－ 41：25．0� 36．3	
34 ア バ ン サ ル �7栗 57 国分 恭介今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 500－121：25．1� 128．6

23 ファームフェイス 牝4鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 466＋ 21：25．2� 3．6�
713 トロピカルスパート 牝4栗 55 岩田 康誠日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 488－101：25．41� 21．5
611 セ ネ ッ テ ィ 牡5鹿 57 川田 将雅 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 502＋10 〃 ハナ 6．2�
814 モ ン ロ ー 牝4芦 55 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム B446－ 21：26．03� 72．1�
46 ホ ノ ル ア 牡4黒鹿57 岩崎 翼守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 468＋ 6 〃 クビ 18．6�
58 メイショウジーク 牡4鹿 57 福永 祐一松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 476＋ 41：26．63� 13．0�
35 ノースウッド 牡6鹿 57

56 ☆荻野 極 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 522＋ 61：26．81� 78．1�

（14頭）
22 リリーウイナー 牡6鹿 57 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 522± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 83，671，900円 複勝： 109，998，100円 枠連： 54，361，100円
馬連： 209，168，400円 馬単： 82，433，900円 ワイド： 125，274，600円
3連複： 287，606，500円 3連単： 380，630，200円 計： 1，333，144，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 280円 � 170円 � 560円 枠 連（5－8） 1，250円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，640円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 11，220円 3 連 単 ��� 65，140円

票 数

単勝票数 差引計 836719（返還計 3695） 的中 � 70879（5番人気）
複勝票数 差引計1099981（返還計 8150） 的中 � 98180（5番人気）� 210219（1番人気）� 41035（9番人気）
枠連票数 差引計 543611（返還計 1950） 的中 （5－8） 33520（4番人気）
馬連票数 差引計2091684（返還計 34386） 的中 �� 88765（6番人気）
馬単票数 差引計 824339（返還計 13513） 的中 �� 13318（17番人気）
ワイド票数 差引計1252746（返還計 28551） 的中 �� 45059（7番人気）�� 11838（31番人気）�� 18782（20番人気）
3連複票数 差引計2876065（返還計100984） 的中 ��� 19215（38番人気）
3連単票数 差引計3806302（返還計122400） 的中 ��� 4236（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．4―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 7，14，8（6，9）（5，13）（1，10）15（11，12）－4，3 4 7，14，8（6，9）（5，13）（10，15）1（11，12，3）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムグッドマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー 2016．7．31 小倉6着

2014．5．12生 牡4鹿 母 ケンチャメワン 母母 セイントセーラ 21戦3勝 賞金 35，350，000円
〔競走除外〕 リリーウイナー号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 メイショウラケーテ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

４レース目



（30京都2）第6日 2月11日 （祝日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 171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

293，490，000円
7，710，000円
19，780，000円
1，850，000円
35，430，000円
69，227，000円
4，616，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
852，746，900円
1，329，477，000円
371，384，900円
1，850，956，500円
974，843，300円
1，118，314，800円
2，549，515，000円
4，949，968，400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 13，997，206，800円

総入場人員 27，585名 （有料入場人員 26，458名）
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