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04085 2月17日 晴 良 （31京都2）第8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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

12 ダイヤクイン 牝3芦 54 藤岡 佑介大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 468± 01：13．7 9．7�
36 キコクイーン 牝3青 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 440± 01：14．12� 3．9�
48 サウンドウイング 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 420－ 41：14．63 129．4�
47 アンラッシュ 牝3黒鹿54 国分 恭介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 8 〃 アタマ 56．6�
816 ア レ ス 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 460± 01：14．7クビ 3．3�
510 スカーレットサクラ 牝3栗 54 川島 信二新井 浩明氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 21．5	
35 サウンドシュリット 牝3黒鹿54 菱田 裕二増田 雄一氏 高橋 康之 様似 髙村 伸一 444－ 61：14．8� 72．1

713 トーホウフレーテ 牝3鹿 54 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 444 ― 〃 クビ 14．4�
59 メイショウフクイク 牝3栗 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 478＋ 21：14．9クビ 5．7�
611 エイシンオリヒメ 牝3黒鹿54 池添 謙一�栄進堂 武 幸四郎 浦河 栄進牧場 416－141：15．21� 11．6
24 ソ ン リ ッ サ 牝3鹿 54 小崎 綾也野嶋 祥二氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：15．3� 16．8�
23 パッションフラワー 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 前川 勝春 400－101：15．72� 261．6�
11 タガノベリキュー 牝3青鹿54 高倉 稜八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 2 〃 アタマ 23．3�
612 キングイチヒメ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 478＋ 11：16．97 124．9�
714 メイショウメイカ 牝3芦 54 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 476＋ 21：17．64 15．0�
815 クリノカッチャン 牝3青 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 406－ 21：20．1大差 369．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，931，900円 複勝： 28，182，600円 枠連： 11，124，700円
馬連： 46，194，400円 馬単： 20，015，100円 ワイド： 31，741，700円
3連複： 70，199，600円 3連単： 74，062，400円 計： 302，452，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 320円 � 190円 � 2，420円 枠 連（1－3） 1，560円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 920円 �� 12，580円 �� 7，700円

3 連 複 ��� 77，880円 3 連 単 ��� 455，040円

票 数

単勝票数 計 209319 的中 � 17250（4番人気）
複勝票数 計 281826 的中 � 22484（4番人気）� 49319（2番人気）� 2358（13番人気）
枠連票数 計 111247 的中 （1－3） 5521（7番人気）
馬連票数 計 461944 的中 �� 13171（11番人気）
馬単票数 計 200151 的中 �� 2678（19番人気）
ワイド票数 計 317417 的中 �� 9366（6番人気）�� 633（65番人気）�� 1037（53番人気）
3連複票数 計 701996 的中 ��� 676（149番人気）
3連単票数 計 740624 的中 ��� 118（856番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．3―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．3―48．6―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイヤクイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2018．12．23 阪神6着

2016．4．23生 牝3芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカッチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月17日まで平地競

走に出走できない。

04086 2月17日 晴 良 （31京都2）第8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

813 ジューンステータス 牡3青鹿56 北村 友一吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 476－ 61：54．6 4．4�
33 ホウオウライジン 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋181：55．23� 2．1�
69 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 504± 0 〃 クビ 11．7�
814 ハギノアトラス 牡3栗 56 石川裕紀人安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 490＋ 21：55．3� 17．6�
711 キ ン シ ロ ウ 牡3栗 56 菱田 裕二岡 浩二氏 岩戸 孝樹 日高 野島牧場 B496± 01：56．15 10．8�
22 ア ル セ ー ヌ 牡3青鹿56 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 日高 戸川牧場 452＋ 21：56．95 21．3	
58 ナ ム ラ モ ア 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 470＋ 2 〃 同着 22．4

11 トーセンテキーラ 牡3鹿 56 川須 栄彦島川 �哉氏 本間 忍 日高 日西牧場 522－141：57．0� 5．6�
45 テイエムウインド 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 日高テイエム
牧場株式会社 478－ 21：57．85 307．9

610 パーティーアニマル 牡3鹿 56 小崎 綾也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 446＋ 8 〃 ハナ 273．8�
34 セイカアミダイケ 牝3芦 54 横山 和生久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 424－ 4 〃 クビ 96．9�
57 ビップゼロワン 牡3鹿 56 国分 優作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 470－ 21：57．9� 54．5�
46 クリノイカズチオー 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 424＋121：58．21� 120．2�
712 リベラルタイプ 牝3青鹿54 �島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム B434－ 81：58．3� 126．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，984，500円 複勝： 31，607，900円 枠連： 11，928，400円
馬連： 46，860，600円 馬単： 25，615，700円 ワイド： 32，759，600円
3連複： 66，103，600円 3連単： 85，173，700円 計： 326，034，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 120円 � 210円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 240円 �� 630円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 259845 的中 � 46504（2番人気）
複勝票数 計 316079 的中 � 59205（2番人気）� 84434（1番人気）� 28663（4番人気）
枠連票数 計 119284 的中 （3－8） 25203（1番人気）
馬連票数 計 468606 的中 �� 76724（1番人気）
馬単票数 計 256157 的中 �� 14797（3番人気）
ワイド票数 計 327596 的中 �� 39802（1番人気）�� 11906（7番人気）�� 17919（4番人気）
3連複票数 計 661036 的中 ��� 31777（2番人気）
3連単票数 計 851737 的中 ��� 7628（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―36．1―49．3―1：02．5―1：15．7―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
1，13（3，14）（8，12）2－11，6，7（4，9）5，10
1（13，14）3（8，12）（2，11，7，9）6－4，5－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジューンステータス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．2．3 東京3着

2016．6．9生 牡3青鹿 母 フラワーチャンプ 母母 キタノファンタジー 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 キンシロウ号の騎手菱田裕二は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・8番）

第２回 京都競馬 第８日



04087 2月17日 晴 良 （31京都2）第8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）

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

510 パ レ ニ ア 牝3鹿 54 �島 克駿今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 494 ―1：26．5 13．0�
611 ピエナヒーロー 牡3鹿 56 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：26．71� 8．2�
48 ロックスピリット 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 490± 01：26．91� 10．0�
815� ヴィーゲンリート 牝3青鹿54 北村 友一�ノースヒルズ 武 幸四郎 米 Kinsman

Farm 462－141：27．0� 8．5�
47 ショウナンマンカイ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 482＋ 2 〃 ハナ 6．7�
36 アイメイドイット 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 41：27．1� 4．3	

612 タガノゴマチャン 牡3芦 56 酒井 学八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 466－ 41：27．2	 63．9

713 オースミレーヴ 牡3鹿 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 456± 01：27．41� 15．4�
59 アスタードラゴン 牡3栗 56 国分 恭介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 21：27．5� 15．9�
11 クィーンズウェイ 牝3栗 54 菱田 裕二飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 452－ 2 〃 クビ 35．6
714 ライトパーティクル 牡3鹿 56 川須 栄彦田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 沖田 博志 518－ 21：27．6クビ 48．7�
23 ラガーモナーク 牡3鹿 56 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 494＋ 21：28．02� 20．0�
35 コパノケネディー 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B532± 01：28．1� 20．5�
816 エ ル カ ー ノ 牡3鹿 56 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 480－ 21：28．84 295．4�
12 コ ル テ 牡3鹿 56 田中 健桐谷 敏子氏 村山 明 浦河 加藤 重治 542＋241：29．65 6．6�
24 パ ド ク ロ ア 牝3黒鹿54 小崎 綾也辻 高史氏 村山 明 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：31．09 86．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，515，900円 複勝： 40，469，600円 枠連： 14，890，600円
馬連： 58，158，600円 馬単： 25，104，700円 ワイド： 45，115，000円
3連複： 88，449，700円 3連単： 87，796，800円 計： 387，500，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 480円 � 310円 � 250円 枠 連（5－6） 2，260円

馬 連 �� 6，450円 馬 単 �� 12，010円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 2，530円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 24，310円 3 連 単 ��� 141，450円

票 数

単勝票数 計 275159 的中 � 16824（7番人気）
複勝票数 計 404696 的中 � 20293（9番人気）� 34073（5番人気）� 45463（3番人気）
枠連票数 計 148906 的中 （5－6） 5088（11番人気）
馬連票数 計 581586 的中 �� 6978（30番人気）
馬単票数 計 251047 的中 �� 1567（53番人気）
ワイド票数 計 451150 的中 �� 4581（35番人気）�� 4561（36番人気）�� 8648（12番人気）
3連複票数 計 884497 的中 ��� 2728（92番人気）
3連単票数 計 877968 的中 ��� 450（553番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．6
3 8（15，14）6（10，16）（4，9，12）（7，13）（2，11）5，1，3 4 8（15，14）6，10，16（9，12）（7，13）4（5，11）2，1，3

勝馬の
紹 介

パ レ ニ ア �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2016．4．20生 牝3鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パドクロア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月17日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 コパノケネディー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月17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。
（非抽選馬） 2頭 ユニバーサリティ号・ラブヴィサージュ号

04088 2月17日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （31京都2）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．4良・良

55 ミュートエアー 牡6黒鹿61 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 464－ 23：36．1 15．8�
44 � メイショウオトコギ �10栗 61 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 516－ 23：36．73� 3．9�
68 ウインレーベン 牡8青鹿60 田村 太雅�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 474± 03：36．8� 10．6�
22 ヤマニンシルフ 牡6栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 460＋ 23：37．33 7．1�
11 スマートカルロス 牡7鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 488＋143：37．51	 19．7�
812 アグリッパーバイオ 牡8黒鹿60 高田 潤バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－12 〃 クビ 4．2	
33 コウユーヌレエフ 牡5黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 502＋183：38．35 3．3

67 � メイショウヒカル 牡5鹿 60 黒岩 悠松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 484± 03：40．7大差 21．8�
79 � ユアーザワン 牡7青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 500－ 2 〃 ハナ 203．0
56 ニホンピロボーラー 牡6鹿 60 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 520± 0 〃 ハナ 76．3�
710 シゲルゴリラ 牡5黒鹿60 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 472－ 63：40．91 58．8�
811 シゲルボブキャット 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 468－ 2 （競走中止） 30．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，430，800円 複勝： 24，641，900円 枠連： 10，962，000円
馬連： 38，734，600円 馬単： 20，547，700円 ワイド： 26，943，000円
3連複： 61，843，400円 3連単： 83，628，200円 計： 287，731，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 360円 � 160円 � 260円 枠 連（4－5） 2，630円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，730円 �� 600円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 60，560円

票 数

単勝票数 計 204308 的中 � 10330（6番人気）
複勝票数 計 246419 的中 � 14999（7番人気）� 50229（1番人気）� 23139（5番人気）
枠連票数 計 109620 的中 （4－5） 3226（12番人気）
馬連票数 計 387346 的中 �� 9995（12番人気）
馬単票数 計 205477 的中 �� 2223（28番人気）
ワイド票数 計 269430 的中 �� 7450（11番人気）�� 3830（24番人気）�� 11987（7番人気）
3連複票数 計 618434 的中 ��� 6448（27番人気）
3連単票数 計 836282 的中 ��� 1001（212番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．6－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミュートエアー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2016．2．7 東京15着

2013．4．1生 牡6黒鹿 母 レットイットスノー 母母 アスピリンスノー 障害：16戦3勝 賞金 54，723，000円
〔競走中止〕 シゲルボブキャット号は，1周目6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。



04089 2月17日 晴 良 （31京都2）第8日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

46 レッドジェニアル 牡3黒鹿56 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 484－ 42：02．1 4．0�
11 サンライズアキレス 牡3芦 56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 22：02．63 9．6�
34 カズマークセン 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 追分ファーム 494± 02：02．91� 12．8�
712 アンブレイカブル 牡3黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 516－ 42：03．11� 9．1�
45 グリッサード 牡3鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484－ 22：03．2� 6．5	
711 カミノシルヴィ 牝3鹿 54 石川裕紀人村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 438－ 22：03．41 21．8

69 レティキュール 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 420± 02：03．71� 2．3�
610 フジマサディープ 牡3鹿 56 横山 和生藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 494－ 42：03．91� 130．5�
814 ナムラオニヘイ 牡3鹿 56 田中 健奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 456－ 22：04．0� 44．4
22 ダイシンリカール 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 492± 02：04．63� 64．7�
58 ゴールドベイン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 396＋ 22：04．81� 419．6�
33 ブラザーサン 牡3栗 56 的場 勇人海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 396－ 62：05．33 300．4�
813 ペイシャスムーズ 牝3鹿 54 川島 信二北所 直人氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 448－ 62：05．83 161．7�
57 ロードアドミラル 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 520± 02：06．01� 38．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，526，600円 複勝： 43，241，600円 枠連： 14，508，600円
馬連： 56，599，500円 馬単： 27，640，600円 ワイド： 41，606，900円
3連複： 79，821，100円 3連単： 106，637，500円 計： 402，582，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 230円 � 340円 枠 連（1－4） 1，030円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 550円 �� 730円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 18，700円

票 数

単勝票数 計 325266 的中 � 63722（2番人気）
複勝票数 計 432416 的中 � 76014（2番人気）� 48604（3番人気）� 28022（6番人気）
枠連票数 計 145086 的中 （1－4） 10854（4番人気）
馬連票数 計 565995 的中 �� 26729（7番人気）
馬単票数 計 276406 的中 �� 7439（9番人気）
ワイド票数 計 416069 的中 �� 20238（6番人気）�� 14567（11番人気）�� 8757（16番人気）
3連複票数 計 798211 的中 ��� 14234（16番人気）
3連単票数 計1066375 的中 ��� 4134（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．0―48．4―1：00．6―1：13．7―1：26．3―1：38．3―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
10－（9，5）（2，4）－8，1，6，12，3－11－（7，13）－14
10（9，5）1（2，4）（8，6）（12，14）11（3，7，13）

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

勝馬の
紹 介

レッドジェニアル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．1．13 京都3着

2016．4．5生 牡3黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 3戦1勝 賞金 7，800，000円

04090 2月17日 晴 良 （31京都2）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 ヒデノヴィーナス 牝3栗 54 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 434＋ 21：12．8 5．8�
712 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 54 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 8．0�
46 アスカノダイチ 牡3栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 502± 01：13．22� 33．7�
33 フォレブルート 牝3鹿 54 北村 友一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432－ 21：13．3� 2．8�
711� エヴァキュアン 牡3黒鹿56 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 480± 01：13．62 12．2�
57 デンコウハピネス 牝3黒鹿54 田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 426± 01：13．7� 74．4�
22 ラブミーリッキー 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 482＋ 21：14．02 44．6	
34 ア ン ビ ル 牡3黒鹿56 菱田 裕二
菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 474－ 41：14．1� 32．5�
814� セイウンコービー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford
Thoroughbreds 514＋ 21：14．73� 46．7�

813 イーサンパンサー 牡3栗 56 酒井 学国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 464± 01：14．8� 3．6
58 サーストンバーラム 牡3栗 56 池添 謙一齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－ 61：15．11� 9．3�
45 ウインバルドル 牡3黒鹿56 高倉 稜�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 432－ 81：15．63 111．7�
69 	 カガプリンシパル 牡3鹿 56 �島 良太香川 憲次氏 飯田 雄三 日高 山際 辰夫 420＋ 81：15．7クビ 400．2�
610 エコロディアマンテ 牡3鹿 56 石川裕紀人原村 正紀氏 岩戸 孝樹 えりも 能登 浩 488± 01：16．23 117．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，470，600円 複勝： 45，320，900円 枠連： 14，295，300円
馬連： 66，931，800円 馬単： 30，625，700円 ワイド： 48，817，700円
3連複： 93，025，900円 3連単： 118，041，000円 計： 456，528，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 310円 � 760円 枠 連（1－7） 1，500円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，940円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 17，550円 3 連 単 ��� 71，850円

票 数

単勝票数 計 394706 的中 � 54115（3番人気）
複勝票数 計 453209 的中 � 68134（3番人気）� 38476（5番人気）� 13012（8番人気）
枠連票数 計 142953 的中 （1－7） 7385（8番人気）
馬連票数 計 669318 的中 �� 21191（10番人気）
馬単票数 計 306257 的中 �� 5103（18番人気）
ワイド票数 計 488177 的中 �� 12952（10番人気）�� 6428（20番人気）�� 4334（29番人気）
3連複票数 計 930259 的中 ��� 3975（54番人気）
3連単票数 計1180410 的中 ��� 1191（212番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．3―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．1―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 ・（3，12，8，10）（13，14）1－6（5，11）4（2，7）9 4 ・（3，12）8（1，10，13，14）6－（5，4，11）7，2－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒデノヴィーナス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．15 阪神2着

2016．5．27生 牝3栗 母 タカラハーバー 母母 タカラサイレンス 4戦2勝 賞金 16，800，000円
※サーストンバーラム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04091 2月17日 晴 良 （31京都2）第8日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

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

714 サンライズセナ 牡4栗 56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496－ 21：53．6 2．0�
48 ブルベアラクーン 牡5栗 57 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B550＋ 81：53．92 5．3�
713 ダノンインパルス 牡4鹿 56 田中 健�ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484± 01：54．11 11．9�
24 マ ン ナ ム 牡4鹿 56

55 ☆富田 暁永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B488± 01：54．2� 29．2�
59 テイエムギフテッド 牡4黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 470＋ 41：54．73 7．6�
816 ミラクルユニバンス 牡6栗 57 小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 456＋10 〃 ハナ 77．9	
611 カーネリアン 牝5鹿 55 池添 謙一林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－ 41：55．23 6．8

35 ウインインペリアル 牡4栗 56 高田 潤�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 4 〃 クビ 33．6�
47 カフジフェニックス 牡4芦 56 高倉 稜加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム B458－ 6 〃 アタマ 124．3�
815 ダークナイトムーン 牡4鹿 56 北村 友一 社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 21：55．94 12．5�
11 アイファーマグオー 牡7栗 57 水口 優也中島 稔氏 田所 秀孝 新ひだか 野表 篤夫 526＋ 21：56．21� 206．0�
23 ピ ッ パ 牝4栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 476＋ 81：56．62� 208．6�
36 アサケハーツ 牡5栗 57 川須 栄彦大橋 堯氏 加用 正 日高 田端牧場 470－ 21：56．81� 116．0�
510� バレンティーノ 牝4鹿 54

51 ▲服部 寿希吉田 勝利氏 小崎 憲 新冠 須崎牧場 410－ 4 〃 ハナ 197．3�
612 クラウンエンジニア 牡4栗 56

55 ☆森 裕太朗矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 490－131：57．75 366．7�
12 � エクロジオン 牝6鹿 55 川島 信二前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 470± 01：57．91� 47．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，865，000円 複勝： 41，646，400円 枠連： 16，312，700円
馬連： 69，646，300円 馬単： 33，502，200円 ワイド： 46，295，200円
3連複： 96，552，200円 3連単： 123，668，900円 計： 459，488，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 250円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 300円 �� 440円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 318650 的中 � 125273（1番人気）
複勝票数 計 416464 的中 � 148613（1番人気）� 44294（4番人気）� 29043（5番人気）
枠連票数 計 163127 的中 （4－7） 22300（2番人気）
馬連票数 計 696463 的中 �� 88693（2番人気）
馬単票数 計 335022 的中 �� 29699（2番人気）
ワイド票数 計 462952 的中 �� 42851（2番人気）�� 26857（4番人気）�� 12109（10番人気）
3連複票数 計 965522 的中 ��� 44837（4番人気）
3連単票数 計1236689 的中 ��� 16701（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．7―49．3―1：01．7―1：14．1―1：26．7―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズセナ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．1．14 京都4着

2015．3．16生 牡4栗 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン 9戦2勝 賞金 27，900，000円
※カーネリアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04092 2月17日 曇 良 （31京都2）第8日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （芝・右・外）

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
1：31．3
1：30．7

良
良

47 �� モズダディー 牡4栗 57 酒井 学北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait B494－ 21：34．6 6．9�

36 ドラグーンシチー 牡4鹿 57 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 488＋ 41：34．7� 2．5�
24 ブレイニーラン 牡4鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：35．02 4．9�
611� イルーシヴゴールド 牝4芦 55 国分 恭介 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468－131：35．1	 9．2�
23 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 
島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 480＋ 61：35．31 5．8	
714 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 2 〃 クビ 18．7

12 ラ グ ナ グ 牝6栗 55 菱田 裕二吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 ハナ 38．4�
815 ブラックジルベルト 牡4黒鹿57 石川裕紀人安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 466－ 4 〃 クビ 23．0�
59 セイイーグル �5鹿 57

56 ☆坂井 瑠星吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 450＋221：35．51� 52．0
48 トーアライジン 牡6芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 516－ 61：35．6� 46．2�
612 ドラゴンマジック �7栗 57 太宰 啓介窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 508＋10 〃 クビ 26．4�
510 レンジャックマン 牡5鹿 57 川島 信二田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 454－ 41：35．7� 150．5�
713� ワンパーパス 牝5黒鹿55 川須 栄彦橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 436－171：36．65 164．5�
35 ハーツフェルト 牝4栗 55 藤岡 佑介林 正道氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：36．92 66．8�
816 スノーガーデン 牝4鹿 55 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 B464± 01：37．11� 230．3�
11 � ジ ャ ン ヌ 牝5栗 55 城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 作田 誠二 安平 ノーザンファーム 382－ 21：37．41	 324．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，493，900円 複勝： 48，976，800円 枠連： 21，358，100円
馬連： 84，418，800円 馬単： 40，533，800円 ワイド： 56，940，600円
3連複： 117，008，200円 3連単： 158，854，000円 計： 566，584，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 140円 � 160円 枠 連（3－4） 970円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 480円 �� 800円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 12，060円

票 数

単勝票数 計 384939 的中 � 44614（4番人気）
複勝票数 計 489768 的中 � 49637（4番人気）� 104359（1番人気）� 77193（2番人気）
枠連票数 計 213581 的中 （3－4） 17039（2番人気）
馬連票数 計 844188 的中 �� 60386（3番人気）
馬単票数 計 405338 的中 �� 10738（10番人気）
ワイド票数 計 569406 的中 �� 29927（4番人気）�� 16477（7番人気）�� 55816（1番人気）
3連複票数 計1170082 的中 ��� 43311（2番人気）
3連単票数 計1588540 的中 ��� 9544（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．8―46．6―58．5―1：10．9―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
モズダディー �

�
父 Scat Daddy �

�
母父 Smart Strike

2015．2．25生 牡4栗 母 Batalha 母母 Kopenhagen 6戦1勝 賞金 10，800，000円
初出走 JRA

※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 リーゼントシャルフ号



04093 2月17日 曇 良 （31京都2）第8日 第9競走 ��1，800�
か す が

春 日 特 別
発走14時15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
1：43．9
1：43．9

良
良

77 フ ラ ン ツ 牡4鹿 56 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442＋141：48．3 2．4�
55 � トーセンスーリヤ 牡4栗 56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 21：48．51� 5．5�
33 インヘリットデール 牝5鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470± 01：48．71� 2．9�
88 ハローユニコーン 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 466＋ 21：48．8� 9．6	
11 エイシンスレイマン 牡5鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 480＋181：49．11
 5．6

44 ライトオブピース 牡5鹿 57 酒井 学前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 21：49．73� 70．1�
66 � ミトノグラス 牡6鹿 57 高倉 稜ロイヤルパーク 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 498－ 21：49．8
 49．1�
22 ホットファイヤー 牡6鹿 57 	島 克駿西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 476＋ 41：49．9クビ 47．5

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，545，500円 複勝： 33，285，100円 枠連： 発売なし
馬連： 79，121，400円 馬単： 42，638，400円 ワイド： 39，062，600円
3連複： 84，170，500円 3連単： 207，740，600円 計： 525，564，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 260円 �� 170円 �� 220円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 395455 的中 � 126888（1番人気）
複勝票数 計 332851 的中 � 73946（2番人気）� 62868（3番人気）� 80769（1番人気）
馬連票数 計 791214 的中 �� 81338（2番人気）
馬単票数 計 426384 的中 �� 27290（4番人気）
ワイド票数 計 390626 的中 �� 33484（4番人気）�� 65329（1番人気）�� 43578（2番人気）
3連複票数 計 841705 的中 ��� 119862（2番人気）
3連単票数 計2077406 的中 ��� 54895（8番人気）

ハロンタイム 13．0―10．8―12．0―12．3―12．8―12．4―11．9―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．8―35．8―48．1―1：00．9―1：13．3―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 2（3，6）（1，5，8）（4，7） 4 ・（2，3，6）8（1，5，7）4

勝馬の
紹 介

フ ラ ン ツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．19 京都1着

2015．2．5生 牡4鹿 母 ロ ベ ル タ 母母 グレースアドマイヤ 5戦3勝 賞金 33，161，000円
※ライトオブピース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04094 2月17日 曇 良 （31京都2）第8日 第10競走 ��1，400�
いかるが

斑鳩ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）

4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

77 ダイアトニック 牡4鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 474－ 81：22．2 2．1�
44 レインボーフラッグ 牡6鹿 57 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 24．3�
33 レッドアンシェル 牡5青鹿57 池添 謙一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：22．52 1．8�
66 アダムバローズ 牡5黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 512＋ 41：22．6クビ 16．9�
11 テ ラ ノ ヴ ァ 牝6芦 55 坂井 瑠星 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋ 41：22．81� 16．0	
22 ヤマカツグレース 牝5栗 55 国分 恭介山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458＋ 41：23．01� 20．6

55 � コパノディール 牝6黒鹿55 富田 暁小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 440± 0 〃 ハナ 28．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 46，578，000円 複勝： 50，577，600円 枠連： 発売なし
馬連： 90，432，400円 馬単： 57，753，200円 ワイド： 41，228，700円
3連複： 93，058，600円 3連単： 312，650，500円 計： 692，279，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 180円 � 740円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 320円 �� 110円 �� 310円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 3，910円

票 数

単勝票数 計 465780 的中 � 173097（2番人気）
複勝票数 計 505776 的中 � 138161（2番人気）� 20773（6番人気）
馬連票数 計 904324 的中 �� 39195（5番人気）
馬単票数 計 577532 的中 �� 18632（8番人気）
ワイド票数 計 412287 的中 �� 23003（7番人気）�� 146017（1番人気）�� 23550（6番人気）
3連複票数 計 930586 的中 ��� 140337（2番人気）
3連単票数 計3126505 的中 ��� 57948（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―36．4―48．1―59．8―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．1
3 6，5，2，7（1，3）4 4 6（2，5）7（1，3）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �

父 ロードカナロア �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．16 阪神1着

2015．5．12生 牡4鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 8戦4勝 賞金 64，969，000円
〔制裁〕 コパノディール号の騎手富田暁は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※出走取消馬 ロッテンマイヤー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

１レース目



04095 2月17日 曇 良 （31京都2）第8日 第11競走 ��1，200�
や ま と

大和ステークス
発走15時30分 （ダート・右）

4歳以上，30．2．17以降31．2．11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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

711 ヤマニンアンプリメ 牝5鹿 53 �島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 500＋ 81：10．7 5．1�
710 ジューヌエコール 牝5鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：10．8� 4．6�
33 ヴェンジェンス 牡6栗 55 石川裕紀人宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 500＋ 21：11．11� 11．0�
45 オウケンビリーヴ 牝6芦 54 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 アタマ 8．4�
11 メイショウワダイコ 牡7鹿 53 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 538－121：11．2� 37．8�
57 � ラブバレット 牡8鹿 54 城戸 義政オールラブクラブ 加藤 和宏 浦河 津島 優治 490＋ 81：11．3クビ 86．8	
22 ニットウスバル 牡7鹿 56 富田 暁�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 518－ 41：11．4� 24．3

812 タイセイエクレール 牡6鹿 53 �島 克駿田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 532＋ 81：12．14 154．8�
44 ウインオスカー 牡6鹿 55 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B520＋12 〃 クビ 31．3
69 スズカコーズライン 牡5鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 518＋ 6 〃 ハナ 6．6�
68 	 ゼンノサーベイヤー 牡6栗 54 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako B520－ 21：12．2クビ 7．8�
56 タ テ ヤ マ 牡5栗 55 高倉 稜小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 462± 01：12．62� 4．9�
813	 ナンチンノン 牡8栗 57 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 548＋ 61：12．81
 28．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 69，319，100円 複勝： 84，075，200円 枠連： 55，804，500円
馬連： 255，469，900円 馬単： 97，013，200円 ワイド： 114，523，600円
3連複： 373，339，200円 3連単： 512，934，500円 計： 1，562，479，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 180円 � 260円 枠 連（7－7） 1，440円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 530円 �� 830円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 計 693191 的中 � 108347（3番人気）
複勝票数 計 840752 的中 � 127599（2番人気）� 125623（3番人気）� 74839（7番人気）
枠連票数 計 558045 的中 （7－7） 29949（7番人気）
馬連票数 計2554699 的中 �� 131454（3番人気）
馬単票数 計 970132 的中 �� 24122（8番人気）
ワイド票数 計1145236 的中 �� 57351（2番人気）�� 35025（10番人気）�� 29988（16番人気）
3連複票数 計3733392 的中 ��� 65405（16番人気）
3連単票数 計5129345 的中 ��� 18942（50番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．1―11．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．4―46．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアンプリメ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．1 阪神中止

2014．4．5生 牝5鹿 母 ヤマニンエリプス 母母 ヤマニンペニー 22戦6勝 賞金 117，596，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ラブバレット号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

04096 2月17日 曇 良 （31京都2）第8日 第12競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上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
1：47．8
1：47．8

重
重

57 グ ア ン 牝4栗 54 池添 謙一�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 466－ 21：52．9 4．7�
33 バニーテール 牝5芦 55 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 2．0�
11 メモリーコウ 牝4栗 54 荻野 琢真�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 466＋ 81：53．75 6．1�
69 � スエルテミノル 牝5鹿 55 国分 恭介吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 464－111：54．12� 131．6�
68 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 486＋ 4 〃 ハナ 9．9�
813 クルークハイト 牝5芦 55

54 ☆坂井 瑠星 	キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 468＋101：54．2� 15．9

711 メイショウナゴミ 牝7青鹿 55

54 ☆森 裕太朗松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 460－ 61：54．62� 64．2�
44 ダンツカホウ 牝4黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 B502＋ 41：54．81� 94．7
22 ショーカノン 牝5鹿 55 横山 和生吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 514＋10 〃 クビ 93．2�
45 アルスフェルト 牝6黒鹿 55

54 ☆富田 暁�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 81：54．9クビ 86．5�

56 ノーブルスノー 牝6芦 55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B492－12 〃 クビ 49．0�
710 リヴァイバル 牝6栗 55 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 496－101：55．75 18．4�
812 ザ ク イ ー ン 牝5黒鹿55 北村 友一�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：56．55 9．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，318，800円 複勝： 65，881，800円 枠連： 34，925，500円
馬連： 159，308，300円 馬単： 74，844，600円 ワイド： 90，855，600円
3連複： 227，015，800円 3連単： 362，465，000円 計： 1，080，615，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（3－5） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 210円 �� 450円 �� 250円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 653188 的中 � 109195（2番人気）
複勝票数 計 658818 的中 � 103410（2番人気）� 191034（1番人気）� 80687（3番人気）
枠連票数 計 349255 的中 （3－5） 62469（1番人気）
馬連票数 計1593083 的中 �� 247598（1番人気）
馬単票数 計 748446 的中 �� 43785（4番人気）
ワイド票数 計 908556 的中 �� 118551（1番人気）�� 44183（5番人気）�� 94611（2番人気）
3連複票数 計2270158 的中 ��� 191651（1番人気）
3連単票数 計3624650 的中 ��� 51688（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―13．1―12．8―12．9―12．7―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―37．4―50．2―1：03．1―1：15．8―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グ ア ン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．9．18 阪神4着

2015．3．15生 牝4栗 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 11戦3勝 賞金 36，270，000円
〔制裁〕 リヴァイバル号の騎手菱田裕二は，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50，000円。（被害馬：12番）

４レース目



（31京都2）第8日 2月17日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

232，090，000円
2，530，000円
18，150，000円
940，000円

24，520，000円
65，483，000円
4，832，400円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
457，980，600円
537，907，400円
206，110，400円
1，051，876，600円
495，834，900円
615，890，200円
1，450，587，800円
2，233，653，100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 7，049，841，000円

総入場人員 23，068名 （有料入場人員 22，078名）



平成31年度 第2回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，190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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，930，000，000円
25，480，000円
161，840，000円
10，490，000円
213，880，000円
2，000，000円
485，111，000円
35，308，800円
11，424，000円

勝馬投票券売得金
4，429，457，400円
6，511，142，500円
1，804，406，300円
9，978，893，900円
4，652，001，800円
6，008，661，800円
14，203，604，900円
22，780，808，500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 70，368，977，100円

総入場延人員 134，139名 （有料入場延人員 127，484名）
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