
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

04013 2月2日 晴 稍重 （2京都2） 第2日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

68 サンデーミラージュ 牡3鹿 56 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472－ 41：54．8 3．6�
79 ケイアイドリー 牡3鹿 56 和田 竜二亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 490＋ 41：55．54 3．1�
44 クラウンデザイアー 牡3黒鹿56 �島 良太�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 482－ 41：56．24 100．6�
812 シンゼンウイング 牡3黒鹿56 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 484－ 61：56．41 40．0�
11 タッシーアキヒート 牡3栗 56 酒井 学吉岡 輝美氏 本田 優 新ひだか 飛野牧場 484＋121：57．14 3．0�
811 ナムラショウグン 牡3青鹿56 大野 拓弥奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 484－ 6 〃 アタマ 36．3	
67 サンライズヘルメス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 482＋121：57．2� 10．3

22 シフクユウヒ 牡3栗 56 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 516＋121：57．51� 149．9�
33 リンダリンダリンダ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�MMC 小崎 憲 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 430－ 21：58．88 50．5�
55 ホウオウガルーダ 牡3栗 56 岩田 康誠小笹 芳央氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 476－ 2 〃 ハナ 23．2
710 ニシノシロフネ 牡3芦 56 松山 弘平西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 田上 徹 476－ 41：59．33 10．1�
56 メイショウフルサト 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 494－ 2 〃 アタマ 207．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，575，600円 複勝： 34，367，600円 枠連： 10，842，100円
馬連： 46，915，900円 馬単： 25，507，300円 ワイド： 36，664，400円
3連複： 75，753，500円 3連単： 101，949，500円 計： 355，575，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 140円 � 1，060円 枠 連（6－7） 330円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 300円 �� 4，530円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 13，870円 3 連 単 ��� 40，630円

票 数

単勝票数 計 235756 的中 � 52335（3番人気）
複勝票数 計 343676 的中 � 62180（3番人気）� 76362（2番人気）� 5387（10番人気）
枠連票数 計 108421 的中 （6－7） 24888（1番人気）
馬連票数 計 469159 的中 �� 64409（2番人気）
馬単票数 計 255073 的中 �� 17749（3番人気）
ワイド票数 計 366644 的中 �� 36218（3番人気）�� 1890（32番人気）�� 2620（29番人気）
3連複票数 計 757535 的中 ��� 4095（36番人気）
3連単票数 計1019495 的中 ��� 1819（116番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．4―13．2―12．8―12．6―12．7―13．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．4―50．6―1：03．4―1：16．0―1：28．7―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーミラージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Theatrical デビュー 2019．8．4 小倉2着

2017．2．15生 牡3鹿 母 ミセスリンゼイ 母母 Vole Vole Monamour 5戦1勝 賞金 11，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※ホウオウガルーダ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04014 2月2日 晴 稍重 （2京都2） 第2日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時30分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

45 � ジ ゲ ン 牡3鹿 56 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A
Racing Corp. 446＋ 21：13．2 1．6�

33 コウユーユメヲノセ 牡3鹿 56
54 △岩田 望来加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 486－ 61：13．62� 7．6�

22 アールグロウ 牡3鹿 56 S．フォーリー 前原 敏行氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 502± 01：13．91	 6．5�
（愛）

56 コズミックランナー 牡3栗 56
54 △斎藤 新�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 456＋ 21：14．11
 30．6�

812 タマモゼーゼマン 牡3鹿 56 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B456－ 2 〃 クビ 30．5�
813 ノーブルライガー 牡3鹿 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 81：14．2� 6．9	
69 シ ャ ム エ ル 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 500－ 41：14．62� 150．4

57 グ ラ シ ー ナ 牡3青鹿56 酒井 学椎名 節氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 562＋ 61：14．81 124．8�
711 トーアヴィルヌーヴ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 448＋ 21：15．12 78．5�
11 アルトゥーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 430＋ 21：15．2クビ 112．1�
44 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿54 幸 英明上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B464＋ 2 〃 アタマ 13．2�
68 シュトライフリヒト 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 21：16．58 49．1�
710 ノンリミット 牝3鹿 54 丸田 恭介髙橋 信博氏 高橋 義博 登別 登別上水牧場 456－121：16．92� 168．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，856，800円 複勝： 89，354，400円 枠連： 10，721，000円
馬連： 53，378，500円 馬単： 32，431，700円 ワイド： 45，264，500円
3連複： 80，990，800円 3連単： 119，782，700円 計： 464，780，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（3－4） 500円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 260円 �� 200円 �� 460円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 328568 的中 � 163077（1番人気）
複勝票数 計 893544 的中 � 542091（1番人気）� 65433（3番人気）� 83014（2番人気）
枠連票数 計 107210 的中 （3－4） 16487（3番人気）
馬連票数 計 533785 的中 �� 77571（2番人気）
馬単票数 計 324317 的中 �� 32918（2番人気）
ワイド票数 計 452645 的中 �� 44545（2番人気）�� 66502（1番人気）�� 21516（5番人気）
3連複票数 計 809908 的中 ��� 87529（1番人気）
3連単票数 計1197827 的中 ��� 40106（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．5―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．3―47．6―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジ ゲ ン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Dixie Union デビュー 2019．10．20 京都8着

2017．3．20生 牡3鹿 母 Under Wraps 母母 Unacloud 4戦1勝 賞金 7，100，000円
※トーアヴィルヌーヴ号は，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。

第２回 京都競馬 第２日



04015 2月2日 晴 稍重 （2京都2） 第2日 第3競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

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

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

22 ライトウォーリア 牡3鹿 56
54 △岩田 望来 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：52．6 7．6�

88 アポロアベリア 牡3栗 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 540＋ 21：53．13 8．0�
33 エイシンガネーシャ 牡3栗 56 松若 風馬平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 486＋ 41：53．52� 3．9�
66 アストゥーリアス 牡3栗 56 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B456＋ 41：53．71� 35．1�
44 リュクスウォリアー 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 490－ 81：53．8� 6．9�
89 ベイサイドブルー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 542＋141：53．9
 6．3	
55 ワールドウインズ �3鹿 56 A．シュタルケ 川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 462－ 41：54．53� 3．6


（独）

77 スズカパンサー 牡3栗 56
54 △斎藤 新永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 81：55．13� 43．1�

11 ヒシタイザン 牡3栗 56 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B504± 01：57．3大差 8．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，135，600円 複勝： 49，231，300円 枠連： 9，069，100円
馬連： 57，026，100円 馬単： 30，566，900円 ワイド： 44，236，200円
3連複： 78，435，600円 3連単： 126，645，300円 計： 431，346，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 220円 � 150円 枠 連（2－8） 1，230円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 820円 �� 650円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 24，600円

票 数

単勝票数 計 361356 的中 � 37901（5番人気）
複勝票数 計 492313 的中 � 51780（5番人気）� 51630（6番人気）� 104844（1番人気）
枠連票数 計 90691 的中 （2－8） 5679（4番人気）
馬連票数 計 570261 的中 �� 17608（17番人気）
馬単票数 計 305669 的中 �� 4603（32番人気）
ワイド票数 計 442362 的中 �� 13564（16番人気）�� 17354（9番人気）�� 21145（6番人気）
3連複票数 計 784356 的中 ��� 15348（18番人気）
3連単票数 計1266453 的中 ��� 3731（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．9―48．5―1：01．4―1：14．0―1：26．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライトウォーリア 
�
父 マジェスティックウォリアー 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 小倉4着

2017．2．13生 牡3鹿 母 スペクトロライト 母母 バ ラ ン セ ラ 4戦2勝 賞金 13，400，000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。

04016 2月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（2京都2） 第2日 第4競走 ��2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時30分 （芝・ダート）

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

812 ナイトジュレップ 牡5栗 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 23：22．0 1．4�

45 ストレートパンチ 牡4鹿 59 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 482－ 63：22．53 18．0�
711 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 石神 深一 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 490－ 2 〃 クビ 6．9�
22 デ ィ ー ド 牡4鹿 59 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 498± 03：23．98 6．9�
11 ウインスラーヴァ 牡5鹿 60 上野 翔�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 490＋103：24．11 16．8�
57 アースドラゴン 牡4鹿 59 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 506＋123：26．1大差 59．1	
68 ジャスパーゲラン 牡5栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 498＋123：26．42 43．4

44 ブ シ ョ ウ �5栗 60 蓑島 靖典�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480＋143：26．5クビ 99．5�
710 ナイトスプライト 牝5栗 58 中村 将之 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 480－ 43：28．6大差 13．7
33 � ショーストーム 牡7鹿 60 高野 和馬吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 494－ 23：29．45 199．6�
813 メイショウバッハ 牡7栗 60 小坂 忠士松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 23：31．1大差 36．3�
56 � ウイングルイーズ 牝6栗 58 田村 太雅池田 實氏 作田 誠二 浦河 三嶋牧場 498＋ 43：36．1大差 95．4�
69 ストロングヘヴン �4青 59 大庭 和弥天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 524－ 2 （競走中止） 100．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，089，900円 複勝： 35，132，400円 枠連： 11，055，600円
馬連： 33，454，900円 馬単： 21，855，100円 ワイド： 26，553，900円
3連複： 57，560，900円 3連単： 92，360，700円 計： 300，063，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 160円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 6，320円

票 数

単勝票数 計 220899 的中 � 118727（1番人気）
複勝票数 計 351324 的中 � 183368（1番人気）� 20646（5番人気）� 34499（2番人気）
枠連票数 計 110556 的中 （4－8） 8261（3番人気）
馬連票数 計 334549 的中 �� 21207（4番人気）
馬単票数 計 218551 的中 �� 10251（5番人気）
ワイド票数 計 265539 的中 �� 15304（4番人気）�� 33046（1番人気）�� 7318（10番人気）
3連複票数 計 575609 的中 ��� 25953（4番人気）
3連単票数 計 923607 的中 ��� 10594（14番人気）
上り 1マイル 1：50．5 4F 53．9－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナイトジュレップ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．12．9 中山9着

2015．4．15生 牡5栗 母 タニノジュレップ 母母 タニノディオーネ 障害：5戦1勝 賞金 13，500，000円
〔競走中止〕 ストロングヘヴン号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ナイトスプライト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナイトスプライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3月2日まで出走できない。
※出走取消馬 フミノムーン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 ギャラントグリフ号
（非抽選馬） 1頭 ブルベアセロリ号



04017 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

816 ヒメノカリス 牝3鹿 54 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 430－ 41：35．9 1．9�
47 フリークアウト 牝3鹿 54

52 △岩田 望来 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 41：36．53� 4．7�

59 ハクサンチコチャン 牝3鹿 54
52 △斎藤 新河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 谷口牧場 468－101：37．03 77．5�

35 テイエムミラージュ 牝3鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 466－ 21：37．1� 121．5�
24 タガノアマルフィ 牝3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422＋ 21：37．2� 47．6�
612 グレースルビー 牝3鹿 54 S．フォーリー 本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 444－101：37．3クビ 17．5	

（愛）

713 ワークアウト 牝3黒鹿54 秋山真一郎安原 浩司氏 昆 貢 青森 石田 英機 478＋16 〃 アタマ 22．3

36 ランスオブニンフ 牝3鹿 54 国分 優作五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 41：37．51� 308．2�
11 シラカワカツコ 牝3鹿 54 丸田 恭介大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 398－ 61：37．6� 281．7�
611 ピンクシップ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 468＋101：37．7クビ 155．1
510 ホッコーラプラス 牝3鹿 54 幸 英明北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 410－ 8 〃 アタマ 8．1�
12 ア ヴ ェ イ ル 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 61：37．91� 13．3�

（独）

714 オークヒルハウス 牝3鹿 54 岩田 康誠宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B496＋ 4 〃 ハナ 8．6�
815 マドンナガラメキ 牝3鹿 54 藤井勘一郎髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 的場牧場 448－ 61：38．0クビ 192．8�
48 タガノアレクシア 牝3栗 54 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－ 41：38．1� 130．5�
23 レッドシンシア 牝3鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 浦河 谷川牧場 516－ 41：38．41� 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，158，800円 複勝： 58，052，500円 枠連： 14，993，200円
馬連： 66，679，800円 馬単： 38，948，700円 ワイド： 56，553，700円
3連複： 96，435，900円 3連単： 129，076，200円 計： 502，898，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 � 800円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，960円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 20，110円

票 数

単勝票数 計 421588 的中 � 170066（1番人気）
複勝票数 計 580525 的中 � 170865（1番人気）� 106459（2番人気）� 10785（10番人気）
枠連票数 計 149932 的中 （4－8） 23355（1番人気）
馬連票数 計 666798 的中 �� 91962（1番人気）
馬単票数 計 389487 的中 �� 37712（1番人気）
ワイド票数 計 565537 的中 �� 65623（1番人気）�� 6687（21番人気）�� 4533（28番人気）
3連複票数 計 964359 的中 ��� 9226（21番人気）
3連単票数 計1290762 的中 ��� 4652（54番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．6―12．2―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―48．1―1：00．3―1：12．4―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒメノカリス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2019．11．30 阪神3着

2017．4．1生 牝3鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 2戦1勝 賞金 6，900，000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。

04018 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第6競走 ��
��2，000�3歳新馬

発走12時50分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

45 ア ブ レ イ ズ 牝3青鹿54 藤井勘一郎前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476 ―2：05．8 9．0�

57 コンフィテーロ 牡3青鹿 56
55 ☆川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―2：05．9� 8．9�
34 ブルームラッシュ 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 462 ―2：06．0� 3．0�
610 キャプテンドレイク 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486 ―2：06．1� 21．8�
22 アドマイヤリゲル 牡3栗 56 S．フォーリー 近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 514 ―2：06．41� 5．0�

（愛）

11 	 リチュアルダンス 牡3栗 56 大野 拓弥ゴドルフィン 尾関 知人 愛 Ballylinch
Stud 500 ―2：06．5� 24．1	

46 リ ベ ル タ ー 牡3青鹿56 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 有限会社 大
作ステーブル 486 ―2：06．6� 218．7


33 ユニコーンバンブー 牡3鹿 56
54 △斎藤 新竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 476 ―2：06．7クビ 118．2�

813 フィアレスハート 牡3黒鹿 56
54 △岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508 ―2：06．91
 6．8�

711 メイショウトラヒメ 牝3青 54 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 460 ―2：07．11
 29．5
814 ワイドソロモン 牡3栗 56 A．シュタルケ 幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 482 ―2：07．2� 5．4�

（独）

712 サンライズデヴォン �3鹿 56
53 ▲服部 寿希松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 468 ―2：08．26 248．3�

69 マコトカンゼミズ 牝3青鹿54 四位 洋文�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 430 ―2：09．9大差 31．8�
58 マーシゴッドレッグ 牡3鹿 56 竹之下智昭佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 佐藤 義紀 486 ― （競走中止） 353．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，631，000円 複勝： 49，210，400円 枠連： 15，929，400円
馬連： 58，638，200円 馬単： 27，567，100円 ワイド： 45，128，300円
3連複： 77，715，800円 3連単： 93，798，400円 計： 405，618，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 230円 � 150円 枠 連（4－5） 3，910円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 980円 �� 590円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 24，770円

票 数

単勝票数 計 376310 的中 � 33341（6番人気）
複勝票数 計 492104 的中 � 44587（6番人気）� 49416（5番人気）� 105371（1番人気）
枠連票数 計 159294 的中 （4－5） 3154（16番人気）
馬連票数 計 586382 的中 �� 14599（14番人気）
馬単票数 計 275671 的中 �� 3132（29番人気）
ワイド票数 計 451283 的中 �� 11403（13番人気）�� 20058（6番人気）�� 17513（7番人気）
3連複票数 計 777158 的中 ��� 15316（11番人気）
3連単票数 計 937984 的中 ��� 2745（85番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．3―13．5―13．8―13．2―11．8―12．4―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―37．4―50．9―1：04．7―1：17．9―1：29．7―1：42．1―1：54．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ブ レ イ ズ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2017．4．18生 牝3青鹿 母 エ デ ィ ン 母母 ナインミューズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 マーシゴッドレッグ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 マーシゴッドレッグ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。



04019 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第7競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

44 サ ヴ ァ イ ヴ 牡3青 56 S．フォーリー 中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋141：10．6 3．8�

（愛）

22 マイネルテナシャス 牡3青鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 470± 0 〃 ハナ 14．2�

55 � クラシックココア 牝3鹿 52
50 △斎藤 新吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 474＋ 6 〃 ハナ 2．2�
88 テイエムヤマカゼ �3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 424＋ 81：10．92 45．7�
11 グレイトゲイナー 牡3青鹿56 松若 風馬田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 460± 01：11．0	 8．7�
77 クリノアンカーマン 牡3鹿 56 池添 謙一栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 456－10 〃 ハナ 17．7	
66 アナザーエンド 牡3青鹿56 
島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 446－ 61：11．85 7．1

33 インザムード 牡3青鹿 56

54 △岩田 望来三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：11．9クビ 6．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 42，756，100円 複勝： 40，960，600円 枠連： 発売なし
馬連： 67，069，400円 馬単： 40，038，000円 ワイド： 41，848，600円
3連複： 73，684，700円 3連単： 166，080，600円 計： 472，438，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 260円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 570円 �� 190円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 427561 的中 � 87834（2番人気）
複勝票数 計 409606 的中 � 86758（2番人気）� 26850（7番人気）� 108283（1番人気）
馬連票数 計 670694 的中 �� 17734（13番人気）
馬単票数 計 400380 的中 �� 5959（21番人気）
ワイド票数 計 418486 的中 �� 16479（9番人気）�� 70929（1番人気）�� 11575（13番人気）
3連複票数 計 736847 的中 ��� 29623（6番人気）
3連単票数 計1660806 的中 ��� 8175（51番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ヴ ァ イ ヴ �

父 キンシャサノキセキ �


母父 Galileo デビュー 2019．8．17 小倉2着

2017．3．12生 牡3青 母 ザ ナ 母母 Maskaya 6戦2勝 賞金 19，150，000円
※出走取消馬 フランジヴェント号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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。

04020 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

48 ショウナンアンビル 牡5栗 57 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 B446－ 41：25．8 10．7�
713 グラデュエイト 牡5青鹿57 川田 将雅阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 508＋ 61：26．11� 2．1�
816	 エスケーアタランタ 牝4黒鹿55 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 462－ 21：26．42 11．3�
11 アシャカリアン 牡6栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 490＋ 21：26．72 7．6�
714 ア タ ミ 牡6黒鹿57 S．フォーリー 副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 496＋ 21：26．91
 11．3�

（愛）

815	 ムーンオブバローダ 牡4栗 57 和田 竜二 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 498＋ 81：27．64 29．6	
36 ココロノイコロ 牡5黒鹿57 丸田 恭介海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 谷岡牧場 448＋ 21：27．92 23．3

35 ビップソルダー 牡6鹿 57 大野 拓弥鈴木 邦英氏 松下 武士 浦河 駿河牧場 496＋201：28．0� 177．1�
510� ジュピターカリスト 牡5鹿 57

55 △岩田 望来吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H
Farms 576＋141：28．1クビ 9．8�

23 	 トウシンカイザー 牡5鹿 57 松若 風馬サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 ハナ 240．7�
612�	 ラジオタイソウ 牡5鹿 57

55 △斎藤 新冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak
Farm, LLC 526＋201：28．2� 155．2�

12 	 キングヴァラール 牡8黒鹿57 高倉 稜阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 バンブー牧場 514＋ 21：28．41 406．8�
47 メイショウバンダイ 牡7栗 57 島 良太松本 和子氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 464－ 6 〃 ハナ 196．2�
611� セイウンコービー 牡4鹿 57 藤岡 佑介西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 548＋ 41：29．67 46．2�
24 スズカメジャー 牡6鹿 57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506－ 21：30．13 20．8�
59 	 ロードオヒア 牡4鹿 57 岩田 康誠 ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム B482－ 81：30．2� 9．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，992，300円 複勝： 54，979，700円 枠連： 20，811，600円
馬連： 85，201，400円 馬単： 39，345，300円 ワイド： 64，471，900円
3連複： 122，497，200円 3連単： 149，100，500円 計： 580，399，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 220円 � 130円 � 240円 枠 連（4－7） 880円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，230円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 22，590円

票 数

単勝票数 計 439923 的中 � 32791（5番人気）
複勝票数 計 549797 的中 � 53237（3番人気）� 149912（1番人気）� 47545（4番人気）
枠連票数 計 208116 的中 （4－7） 18279（4番人気）
馬連票数 計 852014 的中 �� 62912（3番人気）
馬単票数 計 393453 的中 �� 8315（12番人気）
ワイド票数 計 644719 的中 �� 37269（3番人気）�� 12517（15番人気）�� 33698（4番人気）
3連複票数 計1224972 的中 ��� 35014（6番人気）
3連単票数 計1491005 的中 ��� 4784（61番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．9―12．7―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．6―48．5―1：01．2―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアンビル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2017．10．14 京都4着

2015．3．12生 牡5栗 母 スコアズビー 母母 シルバーチャリス 22戦2勝 賞金 24，100，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカメジャー号・ロードオヒア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月2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。



04021 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第9競走 ��1，800�
お お つ

大 津 特 別
発走14時25分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

89 ダノンテイオー 牡4黒鹿56 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468＋ 41：53．4 2．3�
33 ソルトイブキ 牡4黒鹿56 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 486＋ 21：53．5� 4．5�
44 オ ノ リ ス 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514＋ 6 〃 ハナ 10．4�

（独）

77 � アイアムレジェンド 牡4鹿 56 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488＋ 21：53．6� 5．1�
55 キングスクロス 牡5黒鹿57 幸 英明落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468± 0 〃 クビ 19．5	
66 トップウイナー 牡4栗 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B478＋ 21：54．45 7．5

22 サ ン キ ュ ー 牡7栗 57 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 518＋ 41：54．5クビ 8．8�
11 アスカノハヤテ 牡6鹿 57 国分 恭介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 492± 01：54．81� 132．4�
88 ダイシンカローリ 牡5栗 57 藤井勘一郎大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 516± 01：55．54 63．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，093，200円 複勝： 63，053，600円 枠連： 12，549，000円
馬連： 98，664，300円 馬単： 50，547，300円 ワイド： 63，927，100円
3連複： 120，755，800円 3連単： 230，001，900円 計： 690，592，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 230円 枠 連（3－8） 510円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 220円 �� 460円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 510932 的中 � 173309（1番人気）
複勝票数 計 630536 的中 � 177123（1番人気）� 109369（2番人気）� 51005（6番人気）
枠連票数 計 125490 的中 （3－8） 18786（1番人気）
馬連票数 計 986643 的中 �� 149927（1番人気）
馬単票数 計 505473 的中 �� 50616（1番人気）
ワイド票数 計 639271 的中 �� 86276（1番人気）�� 32585（6番人気）�� 27988（8番人気）
3連複票数 計1207558 的中 ��� 63660（5番人気）
3連単票数 計2300019 的中 ��� 35405（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．3―13．6―13．3―12．9―12．4―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．3―50．9―1：04．2―1：17．1―1：29．5―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．3
1
3
2，6－7，9，1，4－3－5＝8
2，6，9（7，3）4（1，5）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンテイオー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dr Fong デビュー 2018．10．21 京都6着

2016．3．10生 牡4黒鹿 母 セ リ メ ー ヌ 母母 Lunassa 13戦3勝 賞金 38，602，000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。

04022 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

あ す か

飛鳥ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 バイオスパーク 牡5黒鹿57 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 486＋ 41：48．1 40．5�
68 ア シ ュ リ ン 牝5青鹿55 松若 風馬吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 462± 0 〃 クビ 9．6�
22 � トーセンスーリヤ 牡5栗 57 大野 拓弥島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－ 41：48．2クビ 9．2�
56 メイショウオーパス 牡5黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 516＋ 4 〃 クビ 6．0�
69 テーオービクトリー 牝6鹿 55 藤岡 佑介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480± 0 〃 アタマ 51．2�
711 ルタンデュボヌール 牡6黒鹿57 S．フォーリー 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋24 〃 ハナ 27．8


（愛）

813 ワンダープチュック 牡6黒鹿57 岩田 康誠山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 512－ 41：48．3クビ 6．4�
44 シ フ ル マ ン 牡4芦 56 松山 弘平�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 クビ 7．7
57 フォックスクリーク 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480± 01：48．4クビ 3．9�
45 ド ゥ ー カ 牡7栗 57 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 510± 0 〃 クビ 122．9�
812 カ リ ボ ー ル 牡4鹿 56 池添 謙一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500＋101：48．61	 4．7�
11 カフジバンガード 牡5鹿 57 四位 洋文加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 484± 01：49．02
 42．8�
710 ミッキーブラック 牡4鹿 56 吉田 隼人野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：49．2� 68．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，740，000円 複勝： 107，544，900円 枠連： 34，596，300円
馬連： 171，690，700円 馬単： 62，906，300円 ワイド： 109，505，300円
3連複： 236，861，800円 3連単： 284，185，900円 計： 1，077，031，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 870円 � 320円 � 310円 枠 連（3－6） 9，310円

馬 連 �� 12，380円 馬 単 �� 29，690円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 3，170円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 22，730円 3 連 単 ��� 175，190円

票 数

単勝票数 計 697400 的中 � 13753（9番人気）
複勝票数 計1075449 的中 � 28891（8番人気）� 93555（7番人気）� 95393（6番人気）
枠連票数 計 345963 的中 （3－6） 2879（22番人気）
馬連票数 計1716907 的中 �� 10745（36番人気）
馬単票数 計 629063 的中 �� 1589（84番人気）
ワイド票数 計1095053 的中 �� 8777（34番人気）�� 8743（35番人気）�� 28314（17番人気）
3連複票数 計2368618 的中 ��� 7814（75番人気）
3連単票数 計2841859 的中 ��� 1176（530番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．6―12．6―12．0―11．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．5―49．1―1：01．7―1：13．7―1：24．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．4
3 11（8，12）7（5，10）3（2，4，13）9，6－1 4 ・（7，11）（8，12）（3，5）（2，10）（4，13）6，9－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バイオスパーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．7．16 中京7着

2015．3．27生 牡5黒鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 20戦4勝 賞金 80，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 スパイラルダイブ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



04023 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第11競走 ��
��1，200�第25回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，31．1．26以降2．1．26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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 658，000円 188，000円 94，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 アウィルアウェイ 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：09．0 7．2�
36 エイティーンガール 牝4青鹿53 四位 洋文中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 448＋ 2 〃 クビ 9．1�
715 ナランフレグ 牡4栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 480＋ 41：09．1クビ 14．8�
23 � モズスーパーフレア 牝5栗 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 494－ 61：09．2� 5．1�
714 セイウンコウセイ 牡7栗 58 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 504＋12 〃 ハナ 29．4�
59 ラヴィングアンサー 牡6鹿 54 和田 竜二江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 502＋ 61：09．3	 45．2	
612 ジ ョ イ フ ル 牡6鹿 56 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B516＋ 6 〃 ハナ 7．5

816 ハッピーアワー 牡4鹿 56 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 452－ 21：09．51
 29．5�
510 ペイシャフェリシタ 牝7黒鹿54 岩田 康誠北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 492± 0 〃 クビ 29．1�
818 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿56 松山 弘平宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 502－ 2 〃 アタマ 41．6
12 カラクレナイ 牝6栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 514＋ 61：09．6クビ 13．2�
611 ディープダイバー 牡4黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 452－ 81：09．7	 167．5�
24 ティーハーフ 牡10栗 57 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 21：09．91	 83．3�
713 ディアンドル 牝4黒鹿55 池添 謙一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：10．21� 7．5�
817 ビップライブリー 牡7栗 56 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 383．7�
47 ラブカンプー 牝5黒鹿52 斎藤 新増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 442＋ 21：10．3	 109．9�
35 ダイシンバルカン 牡8鹿 54 松田 大作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋ 21：10．4	 136．8�
11 レッドアンシェル 牡6青鹿57 S．フォーリー �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：14．2大差 4．6�

（愛）

（18頭）

売 得 金
単勝： 211，898，500円 複勝： 330，009，900円 枠連： 136，806，700円
馬連： 753，352，300円 馬単： 271，590，600円 ワイド： 477，831，900円
3連複： 1，431，445，600円 3連単： 1，825，352，500円 計： 5，438，288，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 300円 � 530円 枠 連（3－4） 2，860円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，580円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 17，740円 3 連 単 ��� 105，860円

票 数

単勝票数 計2118985 的中 � 233464（3番人気）
複勝票数 計3300099 的中 � 370738（3番人気）� 297675（6番人気）� 146654（8番人気）
枠連票数 計1368067 的中 （3－4） 37021（13番人気）
馬連票数 計7533523 的中 �� 199843（10番人気）
馬単票数 計2715906 的中 �� 37988（20番人気）
ワイド票数 計4778319 的中 �� 107162（13番人気）�� 47006（30番人気）�� 54632（26番人気）
3連複票数 計14314456 的中 ��� 60510（50番人気）
3連単票数 計18253525 的中 ��� 12501（338番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．9―11．1―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―33．9―45．0―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 3，14，1（5，13，17）（2，9，10）－18（11，7）（4，8，12）（6，16）15 4 3，14－（1，5）（2，9，13，17）10（11，18）（4，7，8，12）（6，16）15

勝馬の
紹 介

アウィルアウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．9 阪神1着

2016．2．4生 牝4鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 10戦4勝 賞金 118，760，000円
〔制裁〕 セイウンコウセイ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 エスターテ号・シヴァージ号・ジャスパープリンス号
※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。

04024 2月2日 晴 良 （2京都2） 第2日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，55�
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

66 メイショウラビエ 牝5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 490＋ 21：26．1 8．3�
79 ノンライセンス 牝4黒鹿55 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 454－16 〃 クビ 1．7�
33 サムシングフレア 牝7鹿 55 和田 竜二阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 494＋ 61：26．73� 22．6�
78 マコトモンジョワ 牝5栗 55 S．フォーリー �ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 484＋321：26．8� 7．0�

（愛）

67 シアワセデス 牝7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＋ 2 〃 クビ 15．7	

55 ミスティック 牝5黒鹿55 国分 優作 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 460－ 4 〃 クビ 19．6


22 メイショウツバキ 牝5黒鹿55 松山 弘平松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 460＋ 21：27．33 50．7�
810 イチゴミルフィーユ 牝4鹿 55 松若 風馬保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 444－ 81：27．4クビ 13．4
811 ブリングイットオン 牝4鹿 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 440－ 4 〃 アタマ 30．3�
11 デロングスター 牝6栗 55

53 △岩田 望来 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474＋101：27．5� 11．5�
44 サイモンミラベル 牝6栗 55

53 △斎藤 新澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 484－ 61：27．6� 28．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 76，255，700円 複勝： 83，727，800円 枠連： 32，734，800円
馬連： 140，513，000円 馬単： 75，086，000円 ワイド： 101，983，900円
3連複： 199，145，700円 3連単： 353，407，700円 計： 1，062，854，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 190円 � 120円 � 300円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，180円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 24，840円

票 数

単勝票数 計 762557 的中 � 72853（3番人気）
複勝票数 計 837278 的中 � 98427（2番人気）� 257982（1番人気）� 51515（7番人気）
枠連票数 計 327348 的中 （6－7） 62550（1番人気）
馬連票数 計1405130 的中 �� 133148（2番人気）
馬単票数 計 750860 的中 �� 20042（9番人気）
ワイド票数 計1019839 的中 �� 84095（1番人気）�� 20441（15番人気）�� 41449（7番人気）
3連複票数 計1991457 的中 ��� 45299（9番人気）
3連単票数 計3534077 的中 ��� 10312（82番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．6―13．1―12．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．5―49．6―1：02．4―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F36．5
3 ・（4，8）（1，9）（2，5）3（7，11）（10，6） 4 4（8，9）（5，6）（1，2，3）（7，11）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウラビエ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2017．10．21 京都11着

2015．3．5生 牝5鹿 母 レディーメグネイト 母母 フラワーホーラー 17戦3勝 賞金 29，900，000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。

４レース目



（2京都2）第2日 2月2日（日曜日） 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 152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

256，370，000円
3，020，000円
25，540，000円
1，700，000円
30，230，000円
63，649，500円
5，253，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
690，183，500円
995，625，100円
310，108，800円
1，632，584，500円
716，390，300円
1，113，969，700円
2，651，283，300円
3，671，741，900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 11，781，887，100円

総入場人員 18，081名 （有料入場人員 17，145名）
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