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04049 2月9日 曇 稍重 （31京都2）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

66 ヘイセイラスト 牝3鹿 54 藤岡 佑介�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 516＋ 61：54．0 6．1�
11 テ オ レ ー マ 牝3鹿 54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464－ 61：54．42� 23．8�
78 ワインレッドローズ 牝3黒鹿54 川田 将雅飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 470＋ 41：54．5� 5．2�
89 モ ン オ ー ル 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：54．92� 1．6�
77 メイショウオトワ 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 438± 01：55．11� 7．3�
33 メ ル テ ー ル 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 494± 01：55．63 11．9	
55 トウカイソフィア 牝3鹿 54 幸 英明内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 440± 01：56．23� 65．6

44 テンノイセヒメ 牝3黒鹿 54

52 △富田 暁天白 泰司氏 高柳 大輔 洞�湖 レイクヴィラファーム 412＋ 41：57．58 192．9�
22 ドウニモトマラナイ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志内田 玄祥氏 小崎 憲 日高 原田牧場 450＋ 21：58．56 304．0�
810 エンゼルサンライズ 牝3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 432＋ 21：58．71� 84．3
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売 得 金
単勝： 30，749，900円 複勝： 123，028，400円 枠連： 9，564，500円
馬連： 52，571，800円 馬単： 34，715，500円 ワイド： 40，708，500円
3連複： 71，972，000円 3連単： 159，718，200円 計： 523，028，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 570円 � 1，620円 � 380円 枠 連（1－6） 7，980円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 13，070円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 520円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 9，400円 3 連 単 ��� 66，200円

票 数

単勝票数 計 307499 的中 � 39826（3番人気）
複勝票数 計1230284 的中 � 56817（4番人気）� 18373（6番人気）� 93566（2番人気）
枠連票数 計 95645 的中 （1－6） 928（13番人気）
馬連票数 計 525718 的中 �� 5742（15番人気）
馬単票数 計 347155 的中 �� 1991（26番人気）
ワイド票数 計 407085 的中 �� 5169（16番人気）�� 21357（6番人気）�� 7541（12番人気）
3連複票数 計 719720 的中 ��� 5739（22番人気）
3連単票数 計1597182 的中 ��� 1749（126番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―12．9―13．1―13．3―13．0―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．4―50．5―1：03．8―1：16．8―1：29．2―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘイセイラスト �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2018．11．4 京都4着

2016．2．17生 牝3鹿 母 レディスウィフト 母母 Quick Temper 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

04050 2月9日 曇 稍重 （31京都2）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ラ デ ツ キ ー 牡3栗 56 小牧 太中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B506－ 41：54．0 1．9�

88 ヒッチコック 牡3芦 56 国分 恭介薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 494－ 41：54．42� 3．8�

44 ガッドハンド 牡3黒鹿56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 464＋ 61：54．5� 4．7�
22 サンライズアカシア 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 490＋16 〃 ハナ 5．9�
33 メイケイハリアー 牡3芦 56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 472－ 21：55．13� 16．8�
77 タマモサンシーロ 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 504± 01：56．27 82．8	
55 ブレーヴウィザード 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 486－ 21：56．73 220．8

66 アンクルロイヤル 牡3鹿 56 太宰 啓介塚本 能交氏 高橋 亮 日高 奥山 博 478± 01：57．44 124．5�
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売 得 金
単勝： 32，159，000円 複勝： 62，857，200円 枠連： 発売なし
馬連： 49，150，000円 馬単： 30，985，800円 ワイド： 31，161，200円
3連複： 54，419，300円 3連単： 138，933，200円 計： 399，665，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 260円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，360円

票 数

単勝票数 計 321590 的中 � 134827（1番人気）
複勝票数 計 628572 的中 � 387770（1番人気）� 99512（2番人気）� 50348（4番人気）
馬連票数 計 491500 的中 �� 130540（1番人気）
馬単票数 計 309858 的中 �� 48588（1番人気）
ワイド票数 計 311612 的中 �� 63058（1番人気）�� 42758（3番人気）�� 25135（5番人気）
3連複票数 計 544193 的中 ��� 108956（2番人気）
3連単票数 計1389332 的中 ��� 73952（2番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．1―12．6―12．7―12．4―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．9―50．5―1：03．2―1：15．6―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ デ ツ キ ー �

父 ダ ン カ ー ク �


母父 ダイワメジャー デビュー 2018．11．24 京都10着

2016．3．12生 牡3栗 母 ジュディソング 母母 ジェネラスオプション 5戦1勝 賞金 9，750，000円
※出走取消馬 エイシンゴエモン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

第２回 京都競馬 第５日

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 4日第 1競走）
〔その他〕　　ニンジンムスメ号は，競走中に疾病〔右第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。



04051 2月9日 曇 稍重 （31京都2）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 ロンリイマンサパタ 牡3栗 56 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 516－ 81：27．1 9．1�
510 トーセンマイスター 牡3青鹿56 田中 健島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 10．7�
35 ラ ー 牡3鹿 56 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 426± 01：27．52� 36．7�
815 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476± 0 〃 アタマ 15．9�
11 ペイシャラストパイ 牡3鹿 56 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 隆栄牧場 482－101：27．81� 186．7�
48 マイネルプリサイス 牡3栗 56 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 488＋14 〃 クビ 4．4

36 グランプリワン 牡3鹿 56 幸 英明	グランプリ 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 462－ 4 〃 ハナ 43．0�
12 クリノオンリーワン 牝3芦 54

52 △富田 暁栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 432＋ 21：28．01� 125．3�
59 ウォーターオリジン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 514 ―1：28．31� 30．6
713 ピンクブロッサム 牝3栗 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：28．83 8．0�
24 メイショウカササギ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 464± 01：28．9クビ 2．6�
816 ガデスチョイス 牝3黒鹿54 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478± 01：29．0� 76．8�
612 ミ ラ ー グ ロ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 	カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 浦河 谷口牧場 476－ 21：29．21� 283．8�
47 メイショウランセツ 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 456＋ 8 〃 アタマ 8．0�
714 マサノファントム 牡3栗 56 国分 恭介古賀 禎彦氏 高橋 義博 えりも 寺井 文秀 504－ 41：29．62� 364．6�
611 シゲルベスブセキ 牡3青鹿56 岩田 康誠森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 スウィング

フィールド牧場 512 ―1：33．0大差 70．0�
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売 得 金
単勝： 34，099，200円 複勝： 52，626，200円 枠連： 18，820，600円
馬連： 63，195，800円 馬単： 29，960，100円 ワイド： 50，371，700円
3連複： 97，445，500円 3連単： 112，979，700円 計： 459，498，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 300円 � 380円 � 710円 枠 連（2－5） 1，180円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 3，320円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 41，590円 3 連 単 ��� 200，760円

票 数

単勝票数 計 340992 的中 � 29891（5番人気）
複勝票数 計 526262 的中 � 50693（5番人気）� 36371（6番人気）� 17735（8番人気）
枠連票数 計 188206 的中 （2－5） 12340（4番人気）
馬連票数 計 631958 的中 �� 10682（16番人気）
馬単票数 計 299601 的中 �� 3180（29番人気）
ワイド票数 計 503717 的中 �� 6615（22番人気）�� 3894（32番人気）�� 3357（36番人気）
3連複票数 計 974455 的中 ��� 1757（103番人気）
3連単票数 計1129797 的中 ��� 408（494番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．4―47．9―1：00．8―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．2
3 3，4，16（8，10）2（6，13）（5，12，15）7－9，14－1＝11 4 3（4，10）（2，16）（8，15）（6，13）12（5，14）（9，7）1＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロンリイマンサパタ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2019．1．19 京都5着

2016．4．8生 牡3栗 母 プリンセスティアラ 母母 アグネススイート 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔その他〕 ロンリイマンサパタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルベスブセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月9日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ロンリイマンサパタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月9日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ミラーグロ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月9日まで平地競走に出走できない。

04052 2月9日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（31京都2）第5日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

34 � ホシルミエール �6鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 484± 03：20．9 6．1�
46 ヒロシゲセブン 牡4鹿 59 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 518＋ 43：21．0� 3．4�
711� ワンダープレジール 牡7黒鹿60 植野 貴也山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 472＋143：21．32 53．8�
58 メイショウタンヅツ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 478＋ 43：21．51� 1．9�
57 インウィスパーズ 牡5鹿 60 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 456＋143：22．13� 24．0	
712 マイネルヴァッサー 牡6鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 432＋143：22．31	 47．6

610 モルドレッド 牡4鹿 59 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 496－ 63：22．72� 31．5�
45 ユキノエルドール 牡5栗 60 西谷 誠井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 470－ 83：23．12� 22．5�
813 リネンソング 牡6黒鹿60 平沢 健治戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 476－ 23：24．27 118．4
814 ゼンノワスレガタミ 牡5鹿 60 難波 剛健大迫久美子氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 478＋ 83：25．810 16．6�
33 ロマンチスト 牡6栗 60 北沢 伸也窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 552＋203：27．9大差 39．1�
11 � シゲルタケノコ �4栗 59 上野 翔森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 456－163：28．53� 152．2�
69 ディライトラッシュ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 506＋ 6 〃 クビ 94．5�
22 
 ヴォルパンテール 牝4黒鹿57 高野 和馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

482＋14 （競走中止） 226．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，821，800円 複勝： 36，576，700円 枠連： 11，641，600円
馬連： 38，859，100円 馬単： 25，567，100円 ワイド： 29，679，100円
3連複： 64，754，500円 3連単： 104，788，600円 計： 334，688，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 200円 � 1，110円 枠 連（3－4） 750円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，120円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 17，160円 3 連 単 ��� 73，680円

票 数

単勝票数 計 228218 的中 � 29721（3番人気）
複勝票数 計 365767 的中 � 48402（3番人気）� 55446（2番人気）� 6586（10番人気）
枠連票数 計 116416 的中 （3－4） 11941（3番人気）
馬連票数 計 388591 的中 �� 26356（3番人気）
馬単票数 計 255671 的中 �� 7999（7番人気）
ワイド票数 計 296791 的中 �� 20291（3番人気）�� 2306（26番人気）�� 2363（23番人気）
3連複票数 計 647545 的中 ��� 2830（43番人気）
3連単票数 計1047886 的中 ��� 1031（170番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 51．8－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
13，4（3，7）（6，11，10）（8，12）－5－14＝2－1，9
4－8－（13，10，6）7，11，12－5＝3－14＝1＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ホシルミエール �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 フサイチコンコルド

2013．2．12生 �6鹿 母 ジュエリークイーン 母母 ジュエルヒル 障害：10戦1勝 賞金 18，860，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ヴォルパンテール号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。
※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） 7頭 オースミベリル号・カムイ号・コティニャック号・ニシノエアレス号・メイショウバッハ号・リルインフィニティ号・

ロスカボス号
（非抽選馬） 1頭 テイエムリボー号



04053 2月9日 曇 良 （31京都2）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時20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

44 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 484± 01：49．3 2．7�
811 バラックパリンカ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 442± 01：49．4� 4．8�
55 ガ ラ チ コ 牡3黒鹿56 浜中 俊吉田 和美氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 482＋141：49．5� 7．6�
810 オンワードセルフ 牡3鹿 56 松山 弘平樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 488＋ 21：49．81� 30．6�
33 ダノンレグナム 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 502＋ 2 〃 クビ 9．7	
78 クリノオウジャ 牡3鹿 56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B452＋ 21：49．9� 23．5

79 ホッコーメヴィウス 	3鹿 56 国分 恭介北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－ 21：50．75 4．1�
22 ラディアントパレス 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 428 ―1：50．91
 9．1�
66 ト ー ト 	3鹿 56 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 田中スタッド B448－ 41：51．11
 173．9
11 フェイトフル 牡3鹿 56 池添 謙一川谷 朋寛氏 羽月 友彦 浦河 南部 功 450－ 41：51．63 135．4�
67 メイショウパティオ 牝3黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 444－ 41：52．98 127．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，431，400円 複勝： 57，889，900円 枠連： 10，848，700円
馬連： 66，549，500円 馬単： 33，393，500円 ワイド： 49，187，100円
3連複： 91，626，500円 3連単： 130，310，700円 計： 478，237，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 150円 � 170円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 340円 �� 410円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，880円

票 数

単勝票数 計 384314 的中 � 112423（1番人気）
複勝票数 計 578899 的中 � 138563（1番人気）� 95455（3番人気）� 73520（4番人気）
枠連票数 計 108487 的中 （4－8） 15113（1番人気）
馬連票数 計 665495 的中 �� 76425（2番人気）
馬単票数 計 333935 的中 �� 21821（1番人気）
ワイド票数 計 491871 的中 �� 38445（2番人気）�� 30228（4番人気）�� 23959（6番人気）
3連複票数 計 916265 的中 ��� 57147（2番人気）
3連単票数 計1303107 的中 ��� 19352（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．8―12．3―11．8―12．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．5―49．3―1：01．6―1：13．4―1：25．7―1：37．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ズ ベ ッ ロ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2019．1．20 中京4着

2016．4．7生 牡3鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 2戦1勝 賞金 5，900，000円
※ラディアントパレス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04054 2月9日 曇 稍重 （31京都2）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：21．7
1：20．3

重
不良

36 ペ ガ サ ス 牡3青鹿56 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 448 ―1：27．6 28．3�
48 マハーラーニー 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 456 ―1：27．7� 6．9�
59 パリッシュブルー 牝3栗 54 小野寺祐太大野 富生氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 422 ―1：28．12� 247．7�
12 ブラッディムーン 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 452 ―1：28．2クビ 4．4�
816 ナムラマナナ 牝3青鹿54 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 浦河 中島牧場 458 ―1：28．41� 174．3�
47 オーパスメーカー 牝3鹿 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 476 ― 〃 クビ 16．4	
815 シルバースミス 牝3芦 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 490 ― 〃 ハナ 2．9

11 サダムオリジン 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 416 ― 〃 ハナ 55．4�
35 マ テ ィ ス 牝3黒鹿 54

52 △富田 暁水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 450 ―1：28．5クビ 46．9�
24 テイエムブランコ 牡3栗 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 512 ―1：28．71� 9．9
612 スマートサーブル 牡3栗 56 岡田 祥嗣大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 前田ファーム 500 ―1：29．02 47．4�
714 ラキエストバイオ 牝3青 54 高倉 稜バイオ� 渡辺 薫彦 平取 清水牧場 454 ―1：29．32 25．2�
23 ルミエールソレイユ 牝3栗 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：30．15 7．9�
611 ジ グ ソ ー 牡3鹿 56 四位 洋文石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか タイヘイ牧場 488 ―1：30．73� 29．6�
510 ガバナンスコード 牡3黒鹿56 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 日高 シンボリ牧場 486 ―1：32．9大差 19．1�
713 ソ ル カ マ ル 牡3鹿 56 幸 英明金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 512 ―1：34．7大差 40．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，485，400円 複勝： 51，165，200円 枠連： 20，116，900円
馬連： 67，387，100円 馬単： 31，112，000円 ワイド： 51，876，300円
3連複： 101，278，900円 3連単： 111，716，600円 計： 471，138，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 810円 � 280円 � 4，890円 枠 連（3－4） 3，220円

馬 連 �� 8，450円 馬 単 �� 19，230円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 28，510円 �� 20，260円

3 連 複 ��� 374，180円 3 連 単 ��� 1，652，940円

票 数

単勝票数 計 364854 的中 � 10300（9番人気）
複勝票数 計 511652 的中 � 15738（10番人気）� 57857（4番人気）� 2412（16番人気）
枠連票数 計 201169 的中 （3－4） 4836（12番人気）
馬連票数 計 673871 的中 �� 6178（29番人気）
馬単票数 計 311120 的中 �� 1213（67番人気）
ワイド票数 計 518763 的中 �� 5783（26番人気）�� 465（107番人気）�� 655（98番人気）
3連複票数 計1012789 的中 ��� 203（437番人気）
3連単票数 計1117166 的中 ��� 49（2328番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―48．2―1：01．0―1：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．4
3 3（4，2）（1，6）5，7（12，15）9（14，8）16＝11－（10，13） 4 ・（3，4，2）（1，6）9（12，7，15）5，8，14，16＝11－（10，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペ ガ サ ス �
�
父 キモンノカシワ �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2016．3．10生 牡3青鹿 母 ベルモントアイリス 母母 ホープフェアリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ソルカマル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 サダムオリジン号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガバナンスコード号・ソルカマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月

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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アッシャムス号・オリエンタルハート号・シゲルネコメイシ号・シブヤクロッシング号・タイセイカリーノ号・

テーオーキャンディ号・ナムラシンゲキ号・ニホンピロマーサ号・ビディー号・マサノバルサー号・
メイショウチャリス号・ラディアントパレス号



04055 2月9日 曇 稍重 （31京都2）第5日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，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

810� フ ラ テ ッ リ 牡4栗 55 藤岡 佑介吉田 和美氏 池添 学 豪
China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

546－ 21：58．9 20．8�
89 アールスター 牡4鹿 56 岩田 康誠 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 514－ 42：00．39 1．3�
44 エルティグレ 牡4栗 56 川田 将雅�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 482－ 4 〃 アタマ 6．0�
66 インテグリティー 牡6鹿 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 480－ 82：01．04 82．6�
11 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 56 松山 弘平�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 496＋ 22：01．1クビ 19．5�
55 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 M．デムーロ宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 490＋ 22：01．84 7．3	
33 ジャコバイティズム 牡7青鹿57 浜中 俊野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 476－ 62：02．22	 89．2

78 アルマトップエンド 牡4栗 56 和田 竜二コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 482± 02：02．3
 51．5�
22 ク ー ド ロ ア 牝4鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B440＋ 22：03．04 28．4�
77 � タニセンジュピター 牡5鹿 57 古川 吉洋染谷 幸雄氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 474＋ 62：04．59 385．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，702，000円 複勝： 143，801，500円 枠連： 12，313，900円
馬連： 65，242，800円 馬単： 43，789，500円 ワイド： 46，937，900円
3連複： 91，286，000円 3連単： 201，146，800円 計： 651，220，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 220円 � 110円 � 120円 枠 連（8－8） 740円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 300円 �� 900円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 15，230円

票 数

単勝票数 計 467020 的中 � 17906（5番人気）
複勝票数 計1438015 的中 � 33771（5番人気）� 1111774（1番人気）� 107609（2番人気）
枠連票数 計 123139 的中 （8－8） 12760（3番人気）
馬連票数 計 652428 的中 �� 65134（3番人気）
馬単票数 計 437895 的中 �� 11896（9番人気）
ワイド票数 計 469379 的中 �� 36070（3番人気）�� 9697（12番人気）�� 111230（1番人気）
3連複票数 計 912860 的中 ��� 58428（2番人気）
3連単票数 計2011468 的中 ��� 9569（44番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．9―13．2―13．0―12．6―12．2―12．1―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．1―30．0―43．2―56．2―1：08．8―1：21．0―1：33．1―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フ ラ テ ッ リ �
�
父 Frankel �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．3．17 阪神1着

2015．9．22生 牡4栗 母 Lovetorn 母母 Love All 5戦2勝 賞金 13，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニセンジュピター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月9日まで平地

競走に出走できない。

04056 2月9日 曇 稍重 （31京都2）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

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

11 タガノアンピール 牡5黒鹿57 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 550－ 41：52．7 7．8�
22 メトロポリス 牡5青鹿57 岩田 康誠堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 536－ 2 〃 クビ 3．4�
77 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 448＋ 41：53．12� 17．8�
66 キングサムソン 牡7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 484－ 41：53．31 20．6�
78 シェアザモーメント 牡5鹿 57 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：53．83 13．1	
33 ウインネプチューン 牡4青鹿56 高倉 稜�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 490± 01：54．43� 42．3

44 チャーチタウン 牡4鹿 56 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 オリエント牧場 516－ 41：54．5� 19．4�
89 イチネンプリンス 牡4黒鹿56 松山 弘平国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 468＋141：55．03 35．3�
810 イラプション �4鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 540－ 4 〃 アタマ 1．8
55 � パーセプション 牡5黒鹿 57

55 △富田 暁本田 恒雄氏 南田美知雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 534－101：58．0大差 143．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，008，600円 複勝： 63，554，500円 枠連： 14，572，300円
馬連： 76，458，100円 馬単： 43，342，900円 ワイド： 53，084，700円
3連複： 99，410，700円 3連単： 174，450，900円 計： 571，882，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 190円 � 350円 枠 連（1－2） 940円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，220円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 25，060円

票 数

単勝票数 計 470086 的中 � 47956（3番人気）
複勝票数 計 635545 的中 � 55234（3番人気）� 103653（2番人気）� 42312（4番人気）
枠連票数 計 145723 的中 （1－2） 11957（4番人気）
馬連票数 計 764581 的中 �� 53867（3番人気）
馬単票数 計 433429 的中 �� 11749（9番人気）
ワイド票数 計 530847 的中 �� 28945（5番人気）�� 10620（16番人気）�� 18218（10番人気）
3連複票数 計 994107 的中 ��� 15908（18番人気）
3連単票数 計1744509 的中 ��� 5046（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．7―48．2―1：00．9―1：13．6―1：26．0―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
・（1，4）5＝（8，9）（2，6）7，10＝3
1，4－8（2，9，6）5（7，10）＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノアンピール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．8．13 新潟7着

2014．2．12生 牡5黒鹿 母 シャドウムーン 母母 エビスファミリー 19戦3勝 賞金 29，956，000円
〔制裁〕 タガノアンピール号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パーセプション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月9日まで平地競

走に出走できない。



04057 2月9日 曇 良 （31京都2）第5日 第9競走 ��
��1，600�こ ぶ し 賞

発走14時25分 （芝・右）
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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

77 ロードグラディオ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 470－ 81：36．3 13．2�
11 マイネルウィルトス 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 2 〃 アタマ 1．9�
22 セグレドスペリオル 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 アタマ 9．5�
88 レースガーデン 牝3芦 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋101：36．51� 6．8�
44 アーデントリー 牡3鹿 56 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 444－ 41：36．71� 42．8�
33 エイシンゾーン 牝3鹿 54 幸 英明�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 432＋ 21：37．33� 61．9	
55 	 シャドウエンペラー 牡3鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Godolphin 476－ 41：37．51� 14．1

66 カヌメラビーチ 牡3芦 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム 492＋ 21：37．71 3．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 62，002，300円 複勝： 131，603，100円 枠連： 発売なし
馬連： 117，584，400円 馬単： 62，056，000円 ワイド： 66，788，300円
3連複： 133，702，600円 3連単： 311，771，300円 計： 885，508，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 280円 � 110円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 400円 �� 850円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 13，210円

票 数

単勝票数 計 620023 的中 � 37376（5番人気）
複勝票数 計1316031 的中 � 56202（6番人気）� 739159（1番人気）� 90577（3番人気）
馬連票数 計1175844 的中 �� 89011（4番人気）
馬単票数 計 620560 的中 �� 15798（11番人気）
ワイド票数 計 667883 的中 �� 42750（4番人気）�� 17876（13番人気）�� 72651（2番人気）
3連複票数 計1337026 的中 ��� 61135（6番人気）
3連単票数 計3117713 的中 ��� 17103（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．3―49．0―1：01．4―1：13．1―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 ・（6，7）（1，8）2（5，3）4 4 ・（6，7）8（1，2）（3，4）5

勝馬の
紹 介

ロードグラディオ �

父 キングカメハメハ �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．28 京都2着

2016．2．10生 牡3黒鹿 母 シンメイフジ 母母 レディミューズ 4戦2勝 賞金 18，989，000円

04058 2月9日 曇 良 （31京都2）第5日 第10競走 ��
��2，400�

び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走15時00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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

11 フォイヤーヴェルク 牡6青鹿57 和田 竜二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B458± 02：28．2 5．3�
88 アロマドゥルセ 牝5青鹿55 M．デムーロ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442＋10 〃 アタマ 3．2�
22 テーオーフォルテ 牡5鹿 57 松山 弘平小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 518＋ 8 〃 クビ 4．6�
77 チャロネグロ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 82：28．51� 2．5�

55 プラチナアッシュ 	4黒鹿56 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 480－ 22：28．6
 8．8	
66 � ケージーキンカメ 牡8黒鹿57 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 472－ 42：29．02
 68．5

33 プティットクルール 牝5黒鹿55 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 446＋ 22：30．38 56．4�
44 マ ユ キ 牝8栗 55 熊沢 重文稻井田有司氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 502－ 22：32．3大差 204．1�
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売 得 金
単勝： 67，843，100円 複勝： 58，413，600円 枠連： 発売なし
馬連： 130，799，700円 馬単： 63，430，000円 ワイド： 61，823，200円
3連複： 136，199，300円 3連単： 341，775，000円 計： 860，283，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 250円 �� 360円 �� 290円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，540円

票 数

単勝票数 計 678431 的中 � 102151（4番人気）
複勝票数 計 584136 的中 � 100094（3番人気）� 121090（2番人気）� 84642（4番人気）
馬連票数 計1307997 的中 �� 142082（4番人気）
馬単票数 計 634300 的中 �� 31547（9番人気）
ワイド票数 計 618232 的中 �� 66758（4番人気）�� 40667（6番人気）�� 53499（5番人気）
3連複票数 計1361993 的中 ��� 103518（4番人気）
3連単票数 計3417750 的中 ��� 44714（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．7―12．7―12．8―12．7―12．9―12．9―12．6―12．2―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�
12．5―24．0―35．7―48．4―1：01．2―1：13．9―1：26．8―1：39．7―1：52．3―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4F48．5―3F35．9
1
3
5＝（4，2）3（1，6）－8－7
5＝（4，2）（1，3）－（7，6）8

2
4
5＝（4，2）3，1，6，8－7
5－2，8（1，3）（4，6）7

勝馬の
紹 介

フォイヤーヴェルク 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Sholokhov デビュー 2015．11．22 京都13着

2013．2．23生 牡6青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 20戦4勝 賞金 77，951，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04059 2月9日 曇 良 （31京都2）第5日 第11競走 ��
��1，600�

らくよう

洛陽ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

33 グァンチャーレ 牡7青鹿57 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 480＋ 21：35．2 2．9�
68 グリュイエール 牡7芦 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494± 01：35．3	 6．5�
710 カ ツ ジ 牡4鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 61：35．4	 3．1�
67 ア イ ト ー ン 牡4鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 41：35．5	 16．7�
55 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 450＋ 41：35．6	 7．1	
811 ジョーストリクトリ 牡5鹿 56 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 514＋ 6 〃 クビ 146．7

79 ツーエムマイスター 牡7黒鹿56 古川 吉洋水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 466－ 2 〃 アタマ 56．2�
56 アドマイヤリアル 牡6青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 494＋141：35．7	 14．1�
44 コウエイタケル 牡8鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 2 〃 クビ 102．4
812 ユキノアイオロス 
11鹿 56 川島 信二井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 486± 01：35．91� 298．3�
11 � シベリアンスパーブ 牡10鹿 56 和田 竜二藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 504－101：36．53	 162．7�
22  アサクサゲンキ 牡4鹿 56 M．デムーロ田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

472＋ 2 〃 ハナ 7．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 103，222，300円 複勝： 116，788，700円 枠連： 45，465，600円
馬連： 307，593，900円 馬単： 125，312，700円 ワイド： 158，693，600円
3連複： 436，689，600円 3連単： 727，973，600円 計： 2，021，740，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計1032223 的中 � 275712（1番人気）
複勝票数 計1167887 的中 � 309461（1番人気）� 165065（3番人気）� 230772（2番人気）
枠連票数 計 454656 的中 （3－6） 46500（4番人気）
馬連票数 計3075939 的中 �� 290666（2番人気）
馬単票数 計1253127 的中 �� 66243（3番人気）
ワイド票数 計1586936 的中 �� 135531（3番人気）�� 205778（1番人気）�� 99312（4番人気）
3連複票数 計4366896 的中 ��� 368724（1番人気）
3連単票数 計7279736 的中 ��� 115064（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．5―12．4―12．3―12．1―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―35．7―48．1―1：00．4―1：12．5―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 9，11－6，3－（2，7）（4，8）1（5，10）12 4 9，11（6，3，7，8）4（2，10）12（1，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グァンチャーレ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2014．7．26 中京5着

2012．2．27生 牡7青鹿 母 チュウオーサーヤ 母母 サンライトブルボン 37戦5勝 賞金 235，256，000円
※ジョーストリクトリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04060 2月9日 曇 稍重 （31京都2）第5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 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

611 エ テ ル ニ テ 牝4青鹿55 浜中 俊青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 492－ 81：24．2 41．8�
59 メイショウギガース 牡5青鹿57 川田 将雅松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 484－ 21：24．62� 3．6�
713 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B462± 01：24．7	 8．6�
47 
 ワンダーアマービレ 牝5鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 458＋ 41：24．8	 29．8�
510� ヒップホップスワン 牝5栗 55 松山 弘平吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 510－ 41：24．9クビ 9．7�
815 サ ン キ ュ ー 牡6栗 57 高田 潤市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 526＋ 21：25．0� 72．8	
35 タマモカトレア 牝4鹿 55

53 △富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 486＋ 8 〃 ハナ 6．4

12 タガノリアン 牝5鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：25．31	 58．3�
36 バ レ ー ロ �5黒鹿57 M．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 アタマ 4．1
48 シアワセデス 牝6鹿 55 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 498＋141：25．51� 87．3�
11 ペイシャエヴァー 牡5鹿 57 藤岡 佑介北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 482－ 4 〃 ハナ 13．5�
24 � ソウルセイバー �4黒鹿57 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

540± 01：25．6クビ 94．5�
816 メイショウラビエ 牝4鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 474± 01：25．7� 12．1�
714 コンクエストシチー �7栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 474－ 81：26．55 19．8�
612 キングラディウス 牡6栗 57

56 ☆加藤 祥太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B488＋10 〃 クビ 271．5�
23 メリッサーニ 牝4鹿 55 岩田 康誠�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 アタマ 24．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，881，800円 複勝： 116，110，000円 枠連： 55，265，800円
馬連： 198，225，700円 馬単： 71，942，800円 ワイド： 136，172，900円
3連複： 317，760，000円 3連単： 370，306，300円 計： 1，344，665，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，180円 複 勝 � 1，020円 � 180円 � 260円 枠 連（5－6） 5，640円

馬 連 �� 9，590円 馬 単 �� 20，790円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 5，790円 �� 700円

3 連 複 ��� 24，750円 3 連 単 ��� 245，170円

票 数

単勝票数 計 788818 的中 � 15080（11番人気）
複勝票数 計1161100 的中 � 23130（11番人気）� 202477（2番人気）� 116685（4番人気）
枠連票数 計 552658 的中 （5－6） 7589（20番人気）
馬連票数 計1982257 的中 �� 16015（35番人気）
馬単票数 計 719428 的中 �� 2595（73番人気）
ワイド票数 計1361729 的中 �� 10871（34番人気）�� 5832（59番人気）�� 53275（3番人気）
3連複票数 計3177600 的中 ��� 9629（85番人気）
3連単票数 計3703063 的中 ��� 1095（762番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．1―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．1―48．2―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ テ ル ニ テ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．1．20 京都5着

2015．4．23生 牝4青鹿 母 グリーリーレイ 母母 コ ー レ イ 8戦3勝 賞金 27，100，000円



（31京都2）第5日 2月9日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 139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

209，180，000円
7，600，000円
19，060，000円
910，000円

23，070，000円
56，140，500円
4，428，800円
1，334，400円

勝馬投票券売得金
600，406，800円
1，014，415，000円
198，609，900円
1，233，617，900円
595，607，900円
776，484，500円
1，696，544，900円
2，885，870，900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 9，001，557，800円

総入場人員 12，383名 （有料入場人員 11，674名）
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