
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

04049 2月11日 曇 重 （29京都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

713 タガノヴェローナ 牝3芦 54 幸 英明八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋ 61：52．9 2．2�

611 フィアマロッサ 牝3栗 54 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋101：53．32� 3．0�
35 サツキシラユリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介小野 博郷氏 湯窪 幸雄 新冠 ベルモント

ファーム 480－ 41：53．4� 27．4�
36 シュクルダール 牝3黒鹿54 国分 恭介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 502－ 21：53．5� 31．6�
714 ルメイユール 牝3黒鹿54 S．フォーリー �ノルマンディーサラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 504± 01：53．92� 21．9	

（愛）

510 ウイングルイーズ 牝3栗 54 M．デムーロ池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 456± 01：54．0クビ 6．2

12 コンプリートベスト 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 464－ 21：54．1� 14．3�
11 タガノアニード 牝3黒鹿54 武 幸四郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 21：54．2� 19．6�
24 チタノプリンセス 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗中村 光利氏 沖 芳夫 新冠 山岡牧場 460－ 21：54．52 212．3
47 ジュティアン 牝3鹿 54

53 ☆義 英真�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422－ 4 〃 ハナ 52．6�

23 エイトクレイン 牝3鹿 54 �島 良太�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 432－ 41：54．71 92．7�
59 エフヨンエフ 牝3黒鹿54 小林 徹弥木村 信彦氏 池添 兼雄 浦河 榊原 敏明 470－ 41：55．01� 127．6�
612 レ ソ ル テ 牝3栗 54 国分 優作�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 472＋ 41：56．49 193．7�
815 ディーアヴァン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太前川 俊行氏 庄野 靖志 浦河 富菜牧場 448＋ 21：56．5� 144．8�
816 ヒルノコートドール 牝3青鹿54 古川 吉洋�ヒルノ 北出 成人 新ひだか 小河 豊水 422－ 61：56．7� 138．2�
48 ニホンピロメアリー 牝3黒鹿54 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 436－ 41：57．33� 62．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，840，400円 複勝： 41，132，400円 枠連： 13，864，000円
馬連： 47，967，100円 馬単： 27，717，700円 ワイド： 34，940，500円
3連複： 74，810，700円 3連単： 97，780，300円 計： 360，053，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 350円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 930円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 218404 的中 � 78820（1番人気）
複勝票数 計 411324 的中 � 161810（1番人気）� 82793（2番人気）� 14699（5番人気）
枠連票数 計 138640 的中 （6－7） 29487（1番人気）
馬連票数 計 479671 的中 �� 100480（1番人気）
馬単票数 計 277177 的中 �� 33291（1番人気）
ワイド票数 計 349405 的中 �� 59396（1番人気）�� 8273（11番人気）�� 6448（13番人気）
3連複票数 計 748107 的中 ��� 19693（6番人気）
3連単票数 計 977803 的中 ��� 8867（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―49．7―1：02．5―1：15．1―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノヴェローナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．3．21生 牝3芦 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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。

04050 2月11日 曇 重 （29京都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

67 ウイングオーシャン 牡3鹿 56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 浦河 村中牧場 514－ 21：52．2 1．9�
55 マサハヤスター 牡3栗 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 21：52．52 14．1�
66 タイキビージェイ 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 538＋ 41：52．82 4．2�
811 ザ ビ ッ グ 牡3黒鹿56 古川 吉洋田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 462－ 61：53．01 25．3�
33 サンマルエンパイア 牡3鹿 56 武 豊相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 464－ 41：53．21� 4．5�
79 コウユーヌレエフ 牡3黒鹿56 大下 智加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 482＋ 41：53．94 54．7	
810 カレンラヴニール 牡3鹿 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 81：54．0� 12．8

11 メイショウトコシエ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 462± 01：54．63� 47．0�
78 ブ ル ノ 牡3栗 56

55 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 41：54．7� 317．9
22 メイショウレーベン 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 �川フアーム 454± 01：55．23 179．6�
44 	 クィーンズロード 牝3鹿 54 松若 風馬林 正道氏 橋口 慎介 米 Joe Engel-

hart B486－ 41：57．0大差 17．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，469，600円 複勝： 52，703，700円 枠連： 12，232，700円
馬連： 46，513，000円 馬単： 29，594，100円 ワイド： 33，325，100円
3連複： 72，253，600円 3連単： 120，553，100円 計： 393，644，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 180円 �� 630円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 264696 的中 � 106381（1番人気）
複勝票数 計 527037 的中 � 271763（1番人気）� 30990（4番人気）� 90578（2番人気）
枠連票数 計 122327 的中 （5－6） 10800（4番人気）
馬連票数 計 465130 的中 �� 30426（4番人気）
馬単票数 計 295941 的中 �� 13047（5番人気）
ワイド票数 計 333251 的中 �� 22259（4番人気）�� 57216（1番人気）�� 11207（8番人気）
3連複票数 計 722536 的中 ��� 55872（2番人気）
3連単票数 計1205531 的中 ��� 18577（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．2―49．5―1：02．5―1：14．9―1：27．3―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイングオーシャン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2016．12．23 阪神7着

2014．3．30生 牡3鹿 母 ミ ヤ ジ ア イ 母母 ミヤジプロスパー 4戦1勝 賞金 8，300，000円

第２回 京都競馬 第５日



04051 2月11日 曇 重 （29京都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
1：21．5

重
不良

11 ヤマノヒマワリ 牝3黒鹿54 小牧 太山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 470－ 21：25．0 14．6�
612 メイショウエイコウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 430＋ 6 〃 クビ 2．0�
47 フロイドフォンテン 牡3鹿 56

55 ☆義 英真吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 480± 01：25．85 12．9�
816 ラッレグラーレ 牡3鹿 56 太宰 啓介エデンアソシエーション 目野 哲也 新ひだか 藤本牧場 492－ 41：26．22� 24．9�
48 サトノファイヤー 牡3栗 56 M．デムーロ里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 474－ 21：26．3クビ 4．9�
510 セローフォース 牡3鹿 56 大下 智 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 502＋201：26．83 38．9	
24 グ ラ ン サ ラ 牝3鹿 54 幸 英明間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 櫛桁牧場 490－ 41：27．01� 7．2

713 フジノアカネ 牡3鹿 56 和田 竜二山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 498－ 2 〃 ハナ 12．2�
12 イージスピューマ 牡3栗 56

54 △城戸 義政眞﨑 修氏 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 464＋ 81：27．21� 15．0�
611 ケイアイアン 牡3鹿 56 国分 優作杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478＋ 21：27．3� 71．8
714 ヒロノランマン 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 498＋ 41：27．4� 93．6�
23 エスケイフェスタ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 410± 01：27．6� 264．9�
36 キシュウサラリン 牝3栗 54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 412± 01：28．02� 120．7�
815 プリンセスジーナ 牝3鹿 54 �島 良太 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 450± 01：28．95 80．6�
35 ブラウンアジタート 牡3鹿 56 高倉 稜キャピタルクラブ 加用 正 新ひだか 前田ファーム 442－ 61：30．28 224．1�

（15頭）
59 ユウワールド 牡3鹿 56 小林 徹弥�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，713，000円 複勝： 56，149，200円 枠連： 15，524，100円
馬連： 55，004，200円 馬単： 31，572，200円 ワイド： 40，263，300円
3連複： 82，896，600円 3連単： 113，900，700円 計： 424，023，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 380円 � 110円 � 250円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 790円 �� 3，080円 �� 440円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 43，120円

票 数

単勝票数 計 287130 的中 � 15714（6番人気）
複勝票数 計 561492 的中 � 20106（7番人気）� 275178（1番人気）� 34642（5番人気）
枠連票数 計 155241 的中 （1－6） 19618（2番人気）
馬連票数 計 550042 的中 �� 22903（6番人気）
馬単票数 計 315722 的中 �� 5568（15番人気）
ワイド票数 計 402633 的中 �� 13050（8番人気）�� 3103（32番人気）�� 25426（5番人気）
3連複票数 計 828966 的中 ��� 10721（20番人気）
3連単票数 計1139007 的中 ��� 1915（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．2―48．4―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノヒマワリ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．7 小倉3着

2014．5．9生 牝3黒鹿 母 ダブルオベリスク 母母 クィーンズダガー 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔出走取消〕 ユウワールド号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンアジタート号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フレンドパリ号
（非抽選馬） 1頭 ニシノキッカセキ号

04052 2月11日 曇 重 （29京都2）第5日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：21．5

重
不良

510 サ ヴ ィ 牡3黒鹿56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464 ―1：26．0 9．7�

35 スマートダンディー 牡3鹿 56 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 498 ― 〃 ハナ 17．5�
612 メイショウオオヨド 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 450 ― 〃 クビ 3．7�
36 グロワールシチー 牡3鹿 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 472 ―1：26．63� 17．9�
47 アデュラレッセンス 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 500 ―1：26．7クビ 16．4	
12 シャイニングボルト 牡3黒鹿56 小牧 太�ラ・メール 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B472 ―1：27．12� 11．0

59 エイシンスプリーム 牡3黒鹿56 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 504 ―1：27．2� 8．6�
816 パラダイスシップ 牡3芦 56 川島 信二 �サンデーレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524 ― 〃 クビ 45．5�
23 エイシンツリー 牝3鹿 54 武 幸四郎�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 木田牧場 490 ―1：27．3� 43．7
815 ヘルデンレーベン 牡3鹿 56 武 豊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 514 ―1：27．4� 2．5�
713 スズカウインク 牝3鹿 54 小林 徹弥永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 462 ―1：28．03� 210．6�
611 テーオーヘラクレス 牡3黒鹿56 国分 恭介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 466 ―1：28．85 148．1�
48 スズカブルグ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 506 ―1：29．01� 50．5�
11 ポ ポ チ カ 牡3黒鹿56 高倉 稜副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 480 ―1：30．27 64．7�
24 サツキユメシバイ 牝3栗 54 �島 良太小野 博郷氏 服部 利之 別海 野付ライディ

ングファーム 450 ―1：30．94 195．1�
714 ノイエクローネ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 452 ―1：32．510 82．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，522，100円 複勝： 34，810，100円 枠連： 16，400，800円
馬連： 51，811，900円 馬単： 30，951，900円 ワイド： 34，064，800円
3連複： 69，597，000円 3連単： 93，012，800円 計： 358，171，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 260円 � 400円 � 160円 枠 連（3－5） 1，530円

馬 連 �� 8，210円 馬 単 �� 15，940円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 780円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 84，500円

票 数

単勝票数 計 275221 的中 � 22619（4番人気）
複勝票数 計 348101 的中 � 32549（4番人気）� 18436（6番人気）� 70042（2番人気）
枠連票数 計 164008 的中 （3－5） 8287（6番人気）
馬連票数 計 518119 的中 �� 4885（25番人気）
馬単票数 計 309519 的中 �� 1456（45番人気）
ワイド票数 計 340648 的中 �� 4694（18番人気）�� 11643（6番人気）�� 6947（14番人気）
3連複票数 計 695970 的中 ��� 5357（32番人気）
3連単票数 計 930128 的中 ��� 798（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．5―48．7―1：01．3―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ヴ ィ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット 初出走

2014．5．10生 牡3黒鹿 母 ヴィヴァヴォーチェ 母母 トークショウ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 ノイエクローネ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 スマートフェンリル号・チョコタベチャウゾ号・ニホンピロカーラ号・ファミリアリティ号・レーヌドデゼール号



04053 2月11日 曇 重 （29京都2）第5日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時20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
1：56．8
1：56．1

良
良

48 マ ナ ロ ー ラ 牝3黒鹿54 M．デムーロ�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448＋ 22：03．6 9．4�

23 スティッフェリオ 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 3．5�
510 カンポデフィオーリ 牝3黒鹿54 S．フォーリー 吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B420－ 22：03．91� 99．0�

（愛）

714 ブラックカード 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 442± 0 〃 ハナ 9．4�

59 フュージョンロック 牡3栗 56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490＋ 82：04．96 3．3	

816 コンフェクション 牡3鹿 56 小牧 太北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 430＋ 42：05．0� 115．8

47 ニホンピロレイカー 牡3黒鹿56 太宰 啓介小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 448－ 4 〃 クビ 185．0�
36 ロッキーバローズ 牡3鹿 56 幸 英明猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522－ 2 〃 アタマ 3．4�
12 ダニエリカズマ 牡3鹿 56 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 466＋ 22：05．1クビ 49．9
815 ミラクルツリー 牝3栗 54 川島 信二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 418－ 42：05．2� 195．9�
24 アグネスローヤー 牡3鹿 56 高倉 稜上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 458－ 42：05．51� 139．9�
35 ナリタアマリリス 牝3黒鹿54 武 幸四郎�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 434－ 22：05．81� 12．4�
611 ラブフルーツ 牝3鹿 54 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 スマイルファーム 440－ 22：06．12 186．0�
612 シゲルドーベルマン 牡3栗 56

55 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 山岡ファーム 450－ 22：06．31� 199．7�
713 タルトリンツァー 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 376－ 62：06．51 215．9�

11 テイエムアビーム 牝3栗 54
51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム

牧場株式会社 442－ 22：07．35 83．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，016，400円 複勝： 43，867，200円 枠連： 14，661，400円
馬連： 59，066，100円 馬単： 32，178，600円 ワイド： 38，544，200円
3連複： 82，847，800円 3連単： 121，408，000円 計： 423，589，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 280円 � 170円 � 1，920円 枠 連（2－4） 1，670円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 6，120円 �� 4，580円

3 連 複 ��� 40，660円 3 連 単 ��� 216，260円

票 数

単勝票数 計 310164 的中 � 26190（5番人気）
複勝票数 計 438672 的中 � 40504（5番人気）� 86493（2番人気）� 4433（9番人気）
枠連票数 計 146614 的中 （2－4） 6768（8番人気）
馬連票数 計 590661 的中 �� 23720（10番人気）
馬単票数 計 321786 的中 �� 6510（18番人気）
ワイド票数 計 385442 的中 �� 13723（11番人気）�� 1573（32番人気）�� 2108（24番人気）
3連複票数 計 828478 的中 ��� 1528（68番人気）
3連単票数 計1214080 的中 ��� 407（341番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．7―12．6―12．7―12．3―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．7―49．4―1：02．0―1：14．7―1：27．0―1：39．2―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ナ ロ ー ラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．11．6 京都4着

2014．5．9生 牝3黒鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 ミラクルツリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マナローラ号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウキリマ号
※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。

04054 2月11日 曇 重 （29京都2）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50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

33 グランドディアマン 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 502－ 61：50．6 22．7�
34 タガノディグオ 牡3黒鹿56 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 2 〃 クビ 2．4�
712 サウスザスナイパー 牡3黒鹿56 池添 謙一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 518－ 41：51．13 3．8�
814 キ ク ノ ル ア 牡3栗 56 S．フォーリー 菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 510＋141：51．73� 17．2�

（愛）

11 ウォーターマーズ 牡3芦 56 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 522－ 21：51．8� 14．9�
610 サルサディオーネ 牝3栗 54 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 486± 01：52．01� 11．5�
45 ホーリーブレイズ 牡3鹿 56 太宰 啓介村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 456－ 41：52．31� 19．8	
711 スズカフリオーソ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 464＋ 41：52．51� 36．3

22 メイショウササユリ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 484± 01：52．6クビ 30．0�
57 リトルプリンス 牡3黒鹿56 松若 風馬本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 510± 01：53．23� 107．2�
813 フィールドセンス 牡3鹿 56 M．デムーロ前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 522＋121：53．41� 13．3
46 アスカノハヤテ 牡3鹿 56 武 豊豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 466－ 21：53．82� 10．2�
58 リアンヴェリテ 牡3鹿 56 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 4 〃 アタマ 32．7�
69 デスティネイション 牡3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 482－ 41：54．75 135．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，968，200円 複勝： 64，145，600円 枠連： 20，411，900円
馬連： 73，761，900円 馬単： 37，760，400円 ワイド： 54，952，700円
3連複： 105，290，800円 3連単： 136，689，900円 計： 530，981，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 370円 � 110円 � 130円 枠 連（3－3） 2，380円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，050円 �� 210円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 26，950円

票 数

単勝票数 計 379682 的中 � 13347（9番人気）
複勝票数 計 641456 的中 � 22833（9番人気）� 252497（1番人気）� 113889（2番人気）
枠連票数 計 204119 的中 （3－3） 6630（10番人気）
馬連票数 計 737619 的中 �� 23547（8番人気）
馬単票数 計 377604 的中 �� 4760（26番人気）
ワイド票数 計 549527 的中 �� 17619（7番人気）�� 11573（15番人気）�� 82775（1番人気）
3連複票数 計1052908 的中 ��� 30248（6番人気）
3連単票数 計1366899 的中 ��� 3677（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．8―23．2―35．9―48．8―1：01．4―1：14．0―1：26．3―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランドディアマン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．7．9 中京5着

2014．5．31生 牡3鹿 母 ゴールドコイン 母母 インキュラブルロマンティック 8戦2勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 タガノディグオ号の騎手川島信二は，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。
※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。



04055 2月11日 曇 重 （29京都2）第5日 第7競走 1，200�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，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

23 カフェライジング 牡5鹿 57 武 豊西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 524＋ 41：11．0 3．0�
611 ハーツジュニア 牡5鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 506± 01：11．31� 7．4�
24 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426－ 41：11．4� 15．2�
510 シンゼンスタチュー �4黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 498－ 41：11．5クビ 17．0�
59 � グレートブレス 牡5栗 57 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 520＋ 2 〃 アタマ 82．7�
815 ダノンメモリー 牡4鹿 57 M．デムーロ�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 532± 01：11．92� 4．5	
36 グランパルファン 牝4鹿 55 S．フォーリー �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 478＋141：12．0� 47．2


（愛）

47 ウェディングラン 牝5鹿 55
53 △城戸 義政小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 458＋ 4 〃 クビ 94．8�

816 オンリーワンスター 牝4鹿 55
52 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448± 0 〃 アタマ 13．0

35 � アイファーウタオー 牡4黒鹿57 �島 良太中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 500－ 81：12．1� 195．8�
48 カジノスマイル 牝4鹿 55 幸 英明井高 義光氏 石橋 守 新ひだか 井高牧場 488＋ 2 〃 アタマ 4．8�
714 モズワッショイ 牝4黒鹿55 松若 風馬 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 422＋161：12．41� 20．2�
713 タガノファサネイト 牡4鹿 57 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 41：12．82� 39．8�
12 タガノフォルトゥナ 牡4鹿 57 古川 吉洋八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 4 〃 クビ 34．5�
612 ダッシャークワトロ �4鹿 57 池添 謙一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B460＋141：14．07 143．5�

（15頭）
11 ティーエスバラ 牡5鹿 57

56 ☆義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，293，800円 複勝： 56，309，800円 枠連： 22，077，100円
馬連： 77，925，300円 馬単： 35，507，900円 ワイド： 51，047，000円
3連複： 105，157，600円 3連単： 129，299，400円 計： 515，617，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 180円 � 300円 枠 連（2－6） 960円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 440円 �� 990円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 15，960円

票 数

単勝票数 計 382938 的中 � 100329（1番人気）
複勝票数 計 563098 的中 � 111998（1番人気）� 86083（3番人気）� 39084（6番人気）
枠連票数 計 220771 的中 （2－6） 17745（4番人気）
馬連票数 計 779253 的中 �� 53058（3番人気）
馬単票数 計 355079 的中 �� 14632（3番人気）
ワイド票数 計 510470 的中 �� 32231（3番人気）�� 12843（11番人気）�� 11039（13番人気）
3連複票数 計1051576 的中 ��� 18231（11番人気）
3連単票数 計1292994 的中 ��� 5870（35番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．0―11．9―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．5
3 3，11，8（2，12）（9，16）4，6（14，10）（7，13）－（5，15） 4 3，11，8（2，9）（4，16）6，12，10（7，14，13）15，5

勝馬の
紹 介

カフェライジング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2015．6．20 函館8着

2012．4．12生 牡5鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 9戦2勝 賞金 15，100，000円
〔出走取消〕 ティーエスバラ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 タガノファサネイト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タガノファサネイト号は，平成29年2月12日から平成29年3月5日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 キッズライトオン号・シゲルクロマグロ号・タイセイパルサー号・マルカメテオ号・メイショウグンパイ号・

メイショウミラコロ号
※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。

04056 2月11日 曇 重 （29京都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

77 フォンターナリーリ 牝4鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 41：50．6 3．5�
22 ドルチェリア �4鹿 56 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 520＋ 2 〃 クビ 2．5�
11 インテグリティー 牡4鹿 56 武 豊前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 478± 01：50．81� 5．6�
66 ワンダーアビルマン 牡4黒鹿56 小牧 太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 490± 01：51．11� 10．0�
89 フィールドリアン 牡5黒鹿57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 488＋ 61：51．63 105．3�
810� チャイマックス 牝4鹿 54 S．フォーリー 吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms B478＋ 2 〃 クビ 9．0�
（愛）

33 ニホンピロサンダー 牡5黒鹿57 幸 英明小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 500－ 21：51．91	 93．3	
55 アドマイヤカロ 牡6栗 57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 538＋ 21：52．32� 10．7

78 � マテラリードル 牡4鹿 56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham

Stable LLC 518＋ 21：52．4クビ 62．7�
44 トウショウコマンチ 牡4青鹿56 
島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516＋ 21：52．5� 15．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，364，500円 複勝： 47，916，500円 枠連： 15，540，700円
馬連： 77，177，200円 馬単： 39，723，200円 ワイド： 45，914，800円
3連複： 94，194，900円 3連単： 166，754，900円 計： 527，586，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（2－7） 430円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 250円 �� 370円 �� 240円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 403645 的中 � 91167（2番人気）
複勝票数 計 479165 的中 � 86654（2番人気）� 143658（1番人気）� 70312（3番人気）
枠連票数 計 155407 的中 （2－7） 27938（1番人気）
馬連票数 計 771772 的中 �� 102746（1番人気）
馬単票数 計 397232 的中 �� 25287（2番人気）
ワイド票数 計 459148 的中 �� 48669（2番人気）�� 28826（4番人気）�� 51957（1番人気）
3連複票数 計 941949 的中 ��� 87379（1番人気）
3連単票数 計1667549 的中 ��� 35614（1番人気）

ハロンタイム 12．0―11．6―13．3―12．4―12．6―12．2―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．6―36．9―49．3―1：01．9―1：14．1―1：26．2―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォンターナリーリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．12．13 阪神2着

2013．5．12生 牝4鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 7戦2勝 賞金 20，220，000円
〔制裁〕 ドルチェリア号の騎手岡田祥嗣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



04057 2月11日 曇 重 （29京都2）第5日 第9競走 ��2，400�
び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走14時25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 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

33 � ヤマカツポセイドン 牡8黒鹿57 国分 優作山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 480＋ 22：28．3 5．0�
11 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿57 和田 竜二バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：28．51� 8．2�
22 ハイプレッシャー 牡6黒鹿57 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530± 02：28．82 7．6�
66 ダブルイーグル 牡9鹿 57 小牧 太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 490± 0 〃 ハナ 13．1�
89 ランドオザリール 牡6鹿 57 国分 恭介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528± 02：28．9クビ 14．9	
44 ライトファンタジア 牝5栗 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋182：29．0� 2．7

88 ステイザコース 	7栗 57 S．フォーリー �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 02：29．31� 4．8�
（愛）

77 ダンディーズムーン 牡6鹿 57 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 62：29．51
 15．2�

55 イイデフューチャー 牡6黒鹿57 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 472± 02：29．92
 49．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，314，100円 複勝： 49，744，000円 枠連： 17，859，300円
馬連： 90，407，500円 馬単： 48，509，300円 ワイド： 48，620，700円
3連複： 115，468，100円 3連単： 214，762，300円 計： 623，685，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 210円 � 240円 枠 連（1－3） 2，110円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 640円 �� 760円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 28，820円

票 数

単勝票数 計 383141 的中 � 60847（3番人気）
複勝票数 計 497440 的中 � 91280（2番人気）� 57453（4番人気）� 49158（5番人気）
枠連票数 計 178593 的中 （1－3） 6558（10番人気）
馬連票数 計 904075 的中 �� 31690（8番人気）
馬単票数 計 485093 的中 �� 9862（13番人気）
ワイド票数 計 486207 的中 �� 19788（7番人気）�� 16267（9番人気）�� 14177（12番人気）
3連複票数 計1154681 的中 ��� 17483（21番人気）
3連単票数 計2147623 的中 ��� 5402（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．9―36．6―49．2―1：01．4―1：13．8―1：26．3―1：38．9―1：51．4―2：03．8―2：15．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤマカツポセイドン �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 サツカーボーイ

2009．4．4生 牡8黒鹿 母 サッカータイカン 母母 ナイスショット 36戦2勝 賞金 67，443，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※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。

04058 2月11日 晴 重 （29京都2）第5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，1，600万円以下；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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

710 アドマイヤリード 牝4青鹿54 武 幸四郎近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：48．6 4．9�
812 アップクォーク 牡4黒鹿56 S．フォーリー �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：49．13 10．6�

（愛）

68 ナムラシングン 牡4黒鹿56 池添 謙一奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 522＋ 6 〃 アタマ 2．2�
56 ジョルジュサンク 牡4栗 56 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 526± 0 〃 ハナ 7．5�
67 フロムマイハート 牝4栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 21：49．2クビ 24．4	
33 マサハヤドリーム 牡5鹿 57 国分 恭介中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋ 21：49．3� 18．6

79 � ストーンウェア 牡5鹿 57 松若 風馬吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 478＋ 4 〃 ハナ 16．2�
11 スズカルパン 牡8鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 480＋ 81：49．4� 37．2�
811 ノ ガ ロ 牡4栗 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532＋10 〃 クビ 6．9
55 � エイシンエルヴィン 牡6鹿 57 国分 優作�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 496＋101：49．5クビ 48．3�
44 カバーストーリー 牡6栗 57 武 豊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 500＋24 〃 ハナ 58．6�
22 メイショウコルノ 牡6黒鹿57 小牧 太松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 554＋ 41：50．45 67．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，860，500円 複勝： 93，926，300円 枠連： 30，005，200円
馬連： 151，923，900円 馬単： 73，409，500円 ワイド： 86，752，400円
3連複： 209，502，600円 3連単： 313，224，800円 計： 1，019，605，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 250円 � 110円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 840円 �� 260円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 14，060円

票 数

単勝票数 計 608605 的中 � 99138（2番人気）
複勝票数 計 939263 的中 � 129781（2番人気）� 63160（5番人気）� 324510（1番人気）
枠連票数 計 300052 的中 （7－8） 29161（4番人気）
馬連票数 計1519239 的中 �� 44765（10番人気）
馬単票数 計 734095 的中 �� 12840（14番人気）
ワイド票数 計 867524 的中 �� 23602（10番人気）�� 97422（1番人気）�� 42737（4番人気）
3連複票数 計2095026 的中 ��� 86098（3番人気）
3連単票数 計3132248 的中 ��� 16150（38番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―12．5―12．7―12．3―12．0―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．2―48．7―1：01．4―1：13．7―1：25．7―1：37．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤリード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Numerous デビュー 2015．7．11 中京1着

2013．3．18生 牝4青鹿 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 12戦4勝 賞金 72，362，000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。



04059 2月11日 曇 重 （29京都2）第5日 第11競走 ��1，600�
らくよう

洛陽ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

33 � ダッシングブレイズ 牡5栗 56 M．デムーログリーンフィールズ� 吉村 圭司 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

504＋ 21：35．7 3．6�
66 グァンチャーレ 牡5青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 470－ 41：35．91� 6．8�
55 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 470－ 4 〃 ハナ 3．7�
79 トーキングドラム 牡7鹿 56 幸 英明下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480± 01：36．11� 12．8�
11 メドウラーク 牡6鹿 56 S．フォーリー 吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 クビ 32．5	

（愛）

811� シベリアンスパーブ 牡8鹿 56 池添 謙一藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 506－ 21：36．2クビ 20．2

810 マテンロウボス 牡6黒鹿56 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B468＋ 21：36．3	 28．6�
67 ラ ン グ レ ー 牡6鹿 57 国分 恭介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋221：36．4
 17．5
22 バッドボーイ 牡7鹿 56 小牧 太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 528＋161：36．71	 49．4�
44 サトノラーゼン 牡5鹿 57 武 豊里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B456＋ 21：36．8
 3．5�
78 シ ェ ル ビ ー 牡8栗 57 松若 風馬杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 538＋ 61：37．01� 70．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 73，986，800円 複勝： 95，009，900円 枠連： 44，170，800円
馬連： 250，371，800円 馬単： 111，342，000円 ワイド： 117，503，900円
3連複： 341，289，700円 3連単： 588，277，900円 計： 1，621，952，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 160円 � 130円 枠 連（3－6） 950円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 500円 �� 290円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 739868 的中 � 161860（2番人気）
複勝票数 計 950099 的中 � 155145（3番人気）� 144702（4番人気）� 207179（1番人気）
枠連票数 計 441708 的中 （3－6） 35671（5番人気）
馬連票数 計2503718 的中 �� 144254（6番人気）
馬単票数 計1113420 的中 �� 40319（9番人気）
ワイド票数 計1175039 的中 �� 56395（6番人気）�� 111820（1番人気）�� 75328（4番人気）
3連複票数 計3412897 的中 ��� 210813（2番人気）
3連単票数 計5882779 的中 ��� 66803（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．4―48．8―1：00．7―1：12．2―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 2（1，7）（6，9）（3，5，11）（4，8，10） 4 2，1（7，9）6（3，5，11）（4，10）8

勝馬の
紹 介

�ダッシングブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．11．8 東京1着

2012．4．13生 牡5栗 母 Blazing Bliss 母母 Miss What a Day 15戦6勝 賞金 116，989，000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。

04060 2月11日 晴 重 （29京都2）第5日 第12競走 ��1，900�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，4歳56�5歳以上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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

89 ドラゴンバローズ 牡5栗 57 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 512± 01：57．2 3．8�
78 トウカイエントリー 牡6栗 57 幸 英明内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 502－ 21：57．52 4．6�
11 アガスティア 牡6黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 544＋ 21：57．6クビ 25．9�
77 スワーヴカイザー �6青 57 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 546± 01：58．23� 4．0�
44 オイルタウン 牡5栗 57 国分 優作山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 484± 01：58．62� 34．9	
810 イーストオブザサン 牡4黒鹿56 太宰 啓介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482－ 21：58．7� 12．1

55 ニホンピロシナバー 牡5青鹿57 S．フォーリー 小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 516± 01：59．23 38．5�

（愛）

22 ショートストーリー 牡4黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 21：59．41� 3．7�
66 ダノンミシガン 牡6芦 57 池添 謙一�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム B478－121：59．5クビ 86．2
33 モンサンアルナイル 牡4栗 56 松若 風馬山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B528＋ 62：00．13� 12．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，497，400円 複勝： 60，243，700円 枠連： 25，653，200円
馬連： 132，744，200円 馬単： 58，791，900円 ワイド： 68，849，600円
3連複： 161，585，900円 3連単： 288，479，800円 計： 850，845，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 170円 � 490円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，450円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 16，930円

票 数

単勝票数 計 544974 的中 � 112540（2番人気）
複勝票数 計 602437 的中 � 121351（1番人気）� 102732（4番人気）� 22607（7番人気）
枠連票数 計 256532 的中 （7－8） 64122（1番人気）
馬連票数 計1327442 的中 �� 131063（3番人気）
馬単票数 計 587919 的中 �� 30879（4番人気）
ワイド票数 計 688496 的中 �� 67095（2番人気）�� 11282（20番人気）�� 9622（24番人気）
3連複票数 計1615859 的中 ��� 24617（18番人気）
3連単票数 計2884798 的中 ��� 12347（49番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．4―30．6―43．6―55．9―1：07．8―1：19．8―1：32．1―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2014．12．21 阪神10着

2012．2．8生 牡5栗 母 ポーリッシュピンク 母母 Ring Pink 24戦4勝 賞金 61，610，000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。



（29京都2）第5日 2月11日 （祝日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
重

競走回数 12回 出走頭数 155頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

218，790，000円
7，590，000円
15，020，000円
1，020，000円
24，140，000円
62，824，000円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
479，846，800円
695，958，400円
248，401，200円
1，114，674，100円
557，058，700円
654，779，000円
1，514，895，300円
2，384，143，900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 7，649，757，400円

総入場人員 13，252名 （有料入場人員 12，305名）
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