
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

04001 2月1日 曇 稍重 （2京都2） 第1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

55 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿 56
53 ▲亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 494＋ 21：54．9 2．6�

77 ヴァシリアス 牡3鹿 56 福永 祐一前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 488－ 41：55．11� 3．9�
11 ショウナンアニメ 牡3鹿 56 A．シュタルケ�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480± 01：55．84 2．3�

（独）

22 ケイマジェスティ 牡3鹿 56
54 △岩田 望来武田 敏也氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：56．11� 17．3�

810 マ ス カ テ ル 牡3鹿 56
54 △斎藤 新 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：56．41� 14．9�

44 プ ロ ス ペ ロ 牡3栗 56 柴山 雄一村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 472± 0 〃 アタマ 53．2	
33 アマノエリザベート 牝3栗 54 国分 恭介中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 478－ 21：56．93 58．6

89 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54 坂井 瑠星田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：58．17 97．3�
66 シ ョ ウ ア ン 牝3栗 54 竹之下智昭泉 一郎氏 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 500－ 22：01．3大差 269．5�
78 キョウワドライヴ 牡3栗 56 国分 優作�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 500－102：12．0大差 53．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，297，600円 複勝： 34，032，000円 枠連： 7，702，600円
馬連： 42，871，400円 馬単： 27，001，600円 ワイド： 30，190，200円
3連複： 66，084，900円 3連単： 113，463，400円 計： 345，643，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 200円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 242976 的中 � 73661（2番人気）
複勝票数 計 340320 的中 � 116257（1番人気）� 50709（3番人気）� 106655（2番人気）
枠連票数 計 77026 的中 （5－7） 13796（2番人気）
馬連票数 計 428714 的中 �� 80184（2番人気）
馬単票数 計 270016 的中 �� 24942（4番人気）
ワイド票数 計 301902 的中 �� 43287（2番人気）�� 67139（1番人気）�� 31509（3番人気）
3連複票数 計 660849 的中 ��� 147334（1番人気）
3連単票数 計1134634 的中 ��� 44001（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．0―13．1―13．2―12．9―12．7―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．7―50．8―1：04．0―1：16．9―1：29．6―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
1，2，7，3（4，9）5，6－10－8
1（2，7）3，4（9，10）5－6－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドレッジャドロ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2019．10．6 京都11着

2017．4．17生 牡3黒鹿 母 メイプルロード 母母 メイプルダンス 7戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ワイドレッジャドロ号の騎手亀田温心は，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：4番）
〔その他〕 キョウワドライヴ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月1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〕 ショウアン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月1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。

04002 2月1日 曇 稍重 （2京都2） 第1日 第2競走 ��
��1，200�3歳新馬

発走10時30分 （ダート・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
1：09．0
1：08．7

不良
重

816 ガラデレオン 牡3鹿 56 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 落合 一巳 472 ―1：13．7 8．6�
23 ヤングブラッド 牝3黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：14．12� 3．1�
12 マリアブレス 牝3鹿 54

52 △岩田 望来服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 420 ―1：14．2� 6．3�
510 タイガーインディ 牡3黒鹿56 酒井 学伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450 ―1：14．51� 3．7�
59 	 マイアミテソーロ 牡3栗 56 川須 栄彦了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 G. Watts
Humphrey Jr. 466 ―1：14．71 9．3�

47 メイショウメイユウ 牡3鹿 56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 452 ―1：15．87 71．7	
35 ブックウエスト 牝3鹿 54 長岡 禎仁西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 452 ―1：16．11� 273．0

24 ホワイトブレス 牝3芦 54 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 450 ― 〃 クビ 12．2�
713 ストロングバング 牡3鹿 56 岡田 祥嗣畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか 沖田 博志 478 ―1：16．52� 40．2
815 ピットゥーラ 牝3鹿 54 熊沢 重文�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426 ―1：16．6� 34．9�
36 テーオーエリザベス 牝3鹿 54 岩田 康誠小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 宮内牧場 480 ―1：17．13 15．4�
48 ランスオブマインド 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 432 ― 〃 クビ 90．1�
11 シンゼンビクトリー 牡3黒鹿56 中井 裕二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 栄進牧場 470 ―1：17．2� 126．9�
612 マーティンヒル 牡3鹿 56 松田 大作大戸 志浦氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 406 ―1：17．41 185．7�
611 キタサンワーグナー 牡3鹿 56 柴山 雄一�大野商事 梅田 智之 新冠 樋渡 志尚 498 ―1：20．0大差 42．3�
714 ブルベアヤード 牡3鹿 56 竹之下智昭 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 田中スタッド 500 ―1：20．95 41．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，127，000円 複勝： 33，817，100円 枠連： 12，168，900円
馬連： 38，995，900円 馬単： 18，672，500円 ワイド： 32，041，100円
3連複： 53，306，700円 3連単： 61，128，400円 計： 274，257，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 150円 � 200円 枠 連（2－8） 830円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 520円 �� 880円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 20，280円

票 数

単勝票数 計 241270 的中 � 22306（4番人気）
複勝票数 計 338171 的中 � 33279（4番人気）� 72935（2番人気）� 40254（3番人気）
枠連票数 計 121689 的中 （2－8） 11300（3番人気）
馬連票数 計 389959 的中 �� 21929（3番人気）
馬単票数 計 186725 的中 �� 3890（15番人気）
ワイド票数 計 320411 的中 �� 15767（3番人気）�� 8799（11番人気）�� 22171（2番人気）
3連複票数 計 533067 的中 ��� 15493（6番人気）
3連単票数 計 611284 的中 ��� 2185（51番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．9―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．4―36．3―48．4―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガラデレオン �
�
父 トランセンド �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2017．3．13生 牡3鹿 母 トウケイスペシャル 母母 ホーリーグレイル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタサンワーグナー号・ブルベアヤード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

3月1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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴァルキュリア号・クレスコアンジェラ号・ゴーゴーワイザー号・タガノミュウミュウ号・ダッシュウイング号・

トーホウビビアン号・メイショウヒバリ号・メイショウマサカツ号

第２回 京都競馬 第１日



04003 2月1日 曇 稍重 （2京都2） 第1日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・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
1：21．7
1：20．3

重
不良

611 ダンツガゼール 牝3青鹿 54
52 △岩田 望来山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 452± 01：27．0 6．3�

814 ミヤコシスター 牝3鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 476± 01：27．63� 6．8�
47 カーテンコール 牝3栗 54 川田 将雅 �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 474＋ 21：27．7� 1．9�
712 レ ジ ェ モ ー 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 照哉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 アタマ 4．6�

（独）

34 アイムポッシブル 牝3黒鹿54 S．フォーリー �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B458－ 41：27．91� 18．4	
（愛）

59 デルマクリスタル 牝3青鹿54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム 454± 01：28．0� 258．9

11 ホ シ ム ス メ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 雅樹 466± 01：29．27 134．8�
23 タマモパッション 牝3鹿 54 和田 竜二タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 482＋ 41：29．3� 11．1�
46 キョウエイブラック 牝3青鹿54 �島 良太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 428＋ 41：29．51� 188．1
58 バトルピアサー 牝3鹿 54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 414－121：29．92� 446．4�
815 カプリシャス 牝3芦 54 松山 弘平安原 浩司氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474± 01：30．22 48．3�
610 アップサージ 牝3鹿 54 坂井 瑠星ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 21：30．83� 122．3�
713 ムーンライトアリア 牝3栗 54 荻野 琢真岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 446＋ 21：31．12 438．3�
22 アモーレバローズ 牝3黒鹿54 岩田 康誠猪熊 広次氏 石坂 正 新ひだか 服部 牧場 490－141：31．2クビ 42．5�
35 ソ テ ィ ラ ス 牝3芦 54 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：31．73 147．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，371，300円 複勝： 43，753，500円 枠連： 10，151，000円
馬連： 44，601，000円 馬単： 26，528，600円 ワイド： 39，285，100円
3連複： 67，706，700円 3連単： 92，837，100円 計： 358，234，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（6－8） 1，610円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 270円 �� 300円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 9，110円

票 数

単勝票数 計 333713 的中 � 41793（3番人気）
複勝票数 計 437535 的中 � 68593（3番人気）� 54079（4番人気）� 142029（1番人気）
枠連票数 計 101510 的中 （6－8） 4870（7番人気）
馬連票数 計 446010 的中 �� 20506（7番人気）
馬単票数 計 265286 的中 �� 5371（15番人気）
ワイド票数 計 392851 的中 �� 27190（4番人気）�� 38057（2番人気）�� 33061（3番人気）
3連複票数 計 677067 的中 ��� 54910（2番人気）
3連単票数 計 928371 的中 ��� 7384（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．7―13．0―13．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツガゼール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．10．14 京都3着

2017．2．18生 牝3青鹿 母 アイアムノココロ 母母 コマーサント 5戦1勝 賞金 8，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンライトアリア号・アモーレバローズ号・ソティラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和2年3月1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。

04004 2月1日 曇 稍重 （2京都2） 第1日 第4競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走11時30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 7，600，000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
1：47．8
1：47．6

重
重

78 モダスオペランディ 牡4鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 41：53．7 1．7�

811 イシュタルゲート 牡4鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：54．33� 2．5�
44 メイショウゴテツ 牡7青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 B500＋16 〃 アタマ 27．8�
22 キングレイスター 牡6鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 506± 01：54．61� 34．6�
55 ハギノアグレッシブ �5栗 57

55 △岩田 望来日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B480± 0 〃 クビ 46．0�
11 ラ デ ツ キ ー 牡4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 B516＋ 21：55．02� 8．3�
79 ディライトラッシュ 牡6鹿 57 坂井 瑠星 	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 B506＋ 6 〃 クビ 109．4

33 � トウシンアサヒ 牡6鹿 57 中井 裕二	サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 B458＋ 21：55．42� 211．1�
810 フ ク キ タ ル 牝5黒鹿55 城戸 義政佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム 460－ 41：55．71	 203．9�
66 カ リ ン カ 牝5黒鹿 55

53 △斎藤 新寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 436＋ 21：56．33� 19．6
（10頭）

67 ザプラウドワンズ 牡4鹿 56 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 516＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，417，900円 複勝： 52，623，000円 枠連： 9，536，600円
馬連： 35，314，500円 馬単： 25，178，600円 ワイド： 28，384，400円
3連複： 43，438，200円 3連単： 83，550，800円 計： 304，444，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 280円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 130円 �� 470円 �� 630円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 差引計 264179（返還計 13684） 的中 � 123558（1番人気）
複勝票数 差引計 526230（返還計 32638） 的中 � 337541（1番人気）� 75733（2番人気）� 13146（6番人気）
枠連票数 差引計 95366（返還計 780） 的中 （7－8） 34389（1番人気）
馬連票数 差引計 353145（返還計 57906） 的中 �� 148590（1番人気）
馬単票数 差引計 251786（返還計 37558） 的中 �� 69757（1番人気）
ワイド票数 差引計 283844（返還計 61164） 的中 �� 84798（1番人気）�� 11557（7番人気）�� 8255（10番人気）
3連複票数 差引計 434382（返還計182286） 的中 ��� 43095（4番人気）
3連単票数 差引計 835508（返還計333655） 的中 ��� 27594（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―13．0―12．7―13．0―12．9―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―49．6―1：02．3―1：15．3―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モダスオペランディ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．5．26 京都17着

2016．3．17生 牡4鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 7戦1勝 賞金 14，350，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔競走除外〕 ザプラウドワンズ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ザプラウドワンズ号は，令和2年2月2日から令和2年3月2日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



04005 2月1日 曇 良 （2京都2） 第1日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時20分 （芝・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
1：33．0
1：30．3

良
良

812 ナリタブレード 牡3黒鹿56 岩田 康誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 506± 01：35．9 9．5�
56 ダノンカオス �3栗 56 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 482－ 21：37．07 8．0�
68 パリスデージー 牝3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434－ 21：37．1� 1．7�
44 ハーランズハーツ 牡3黒鹿56 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 434＋ 2 〃 アタマ 11．5�
33 ゴールドパラディン 牡3栗 56 松山 弘平 �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 B438＋ 21：37．2� 15．4	
710 エトワールミノル 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 400＋ 21：37．62 355．4

11 オウケンブリザード 牡3青鹿56 松田 大作福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 辻 牧場 504－ 21：37．7� 5．8�
811 チョウフラッシュ 牡3鹿 56 太宰 啓介丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 前田ファーム 474－ 21：37．91	 528．4�
55 ラストブラッサム 牡3鹿 56 S．フォーリー 中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 456± 0 〃 ハナ 31．8

（愛）

67 ファンキーゴールド 牡3黒鹿56 四位 洋文増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456＋ 21：38．11
 43．6�
79 ミコキャビンクルー 牝3黒鹿54 柴山 雄一古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 義浩 454± 01：38．2
 546．1�
22 アイティナリー 牡3黒鹿 56

54 △岩田 望来�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 41：38．3
 13．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，526，900円 複勝： 70，715，800円 枠連： 9，295，200円
馬連： 53，756，800円 馬単： 32，169，200円 ワイド： 47，334，900円
3連複： 75，798，300円 3連単： 123，537，700円 計： 449，134，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 170円 � 170円 � 110円 枠 連（5－8） 2，690円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 710円 �� 250円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 16，850円

票 数

単勝票数 計 365269 的中 � 30504（4番人気）
複勝票数 計 707158 的中 � 66140（3番人気）� 63075（4番人気）� 348102（1番人気）
枠連票数 計 92952 的中 （5－8） 2675（10番人気）
馬連票数 計 537568 的中 �� 13299（11番人気）
馬単票数 計 321692 的中 �� 3382（22番人気）
ワイド票数 計 473349 的中 �� 14766（9番人気）�� 52348（1番人気）�� 40839（3番人気）
3連複票数 計 757983 的中 ��� 40628（3番人気）
3連単票数 計1235377 的中 ��� 5313（58番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．6―11．9―12．5―12．5―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．7―46．6―59．1―1：11．6―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタブレード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．6．29 函館2着

2017．2．3生 牡3黒鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 5戦1勝 賞金 10，700，000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。

04006 2月1日 晴 良 （2京都2） 第1日 第6競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

69 スピリトゥス 牝3黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 406－102：05．0 6．1�
45 ナリタアレス 牡3黒鹿56 太宰 啓介�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 5．7�
711 サングレデクリスト 牡3栗 56 S．フォーリー 吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 512－122：05．21� 6．7�

（愛）

68 ストリクトコード 牝3黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 424＋ 42：05．3� 5．8�
22 ウインサンフラワー 牡3鹿 56

54 △斎藤 新�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 444－ 42：05．4クビ 21．1	
33 ル ド ヴ ィ コ 牡3鹿 56

54 △岩田 望来吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 428－ 22：05．5� 4．3

710 ミ ナ ト 牡3鹿 56 松山 弘平村田 能光氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 480＋122：05．82 8．6�
11 ワイワイキング 牡3鹿 56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 482＋ 22：06．01 14．9�
812 ヴァランセカズマ 牡3鹿 56 長岡 禎仁合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 浦河小林牧場 492－ 82：06．42� 263．9
56 ヤマニンプルニエ 牝3芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 430－ 62：06．5� 9．2�
44 	 メイショウロールス 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 愛

Orchardstown
Farms & Stone
Farm

492－ 22：06．6� 114．0�
57 ウォッチミー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 414－ 42：08．09 138．3�
813 コアレスクイーン 牝3黒鹿54 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 436± 02：08．63� 232．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，829，500円 複勝： 49，122，100円 枠連： 14，551，500円
馬連： 60，650，900円 馬単： 26，421，100円 ワイド： 45，616，300円
3連複： 82，704，500円 3連単： 99，090，400円 計： 410，986，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 200円 � 240円 枠 連（4－6） 900円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 630円 �� 830円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 328295 的中 � 42905（4番人気）
複勝票数 計 491221 的中 � 58154（4番人気）� 67276（3番人気）� 51869（5番人気）
枠連票数 計 145515 的中 （4－6） 12435（3番人気）
馬連票数 計 606509 的中 �� 27409（4番人気）
馬単票数 計 264211 的中 �� 5305（11番人気）
ワイド票数 計 456163 的中 �� 18759（6番人気）�� 13949（12番人気）�� 15129（11番人気）
3連複票数 計 827045 的中 ��� 15606（12番人気）
3連単票数 計 990904 的中 ��� 3362（62番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．4―12．8―13．1―13．4―12．9―12．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．5―49．3―1：02．4―1：15．8―1：28．7―1：41．2―1：53．0

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

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

勝馬の
紹 介

スピリトゥス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2019．11．24 京都4着

2017．1．28生 牝3黒鹿 母 デプロマトウショウ 母母 マザートウショウ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 サングレデクリスト号の騎手S．フォーリーは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※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。



04007 2月1日 晴 稍重 （2京都2） 第1日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：09．0
1：08．7

不良
重

67 スマートアテナ 牝4栗 55 岩田 康誠大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 436＋ 21：13．4 19．4�
812 ミラクルチューン 牝4黒鹿55 川須 栄彦ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B474± 0 〃 ハナ 15．8�
811 アトレヴィード 牝5鹿 55

53 △斎藤 新吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 65．7�
68 ペイシャクレア 牝4鹿 55 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 416－ 21：13．5クビ 5．4�
33 � ベストチャーム 牝4鹿 55 川田 将雅中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 422± 01：13．92� 1．8�
56 シェルトファータ 牝4栗 55 坂井 瑠星水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 430± 0 〃 クビ 59．2�
55 � クリノカサット 牝5栗 55

52 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 466－ 2 〃 アタマ 102．6	
44 ベルアーシュ 牝5芦 55 長岡 禎仁矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B472＋ 41：14．0� 22．8

710 セイドアモール 牝4鹿 55

53 △岩田 望来 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 486－141：14．21� 4．5�
79 � エンシャントロア 牝4栗 55 松山 弘平 �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 500＋ 51：14．3� 10．7
22 シュガリートリーツ 牝4鹿 55 和田 竜二吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 432± 01：16．4大差 52．9�
11 � ティアドーロ 牝6芦 55 畑端 省吾 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 476－ 21：16．82� 241．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，434，800円 複勝： 54，730，500円 枠連： 13，753，400円
馬連： 60，520，900円 馬単： 35，918，600円 ワイド： 48，534，300円
3連複： 84，553，800円 3連単： 134，273，800円 計： 473，720，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 570円 � 630円 � 1，120円 枠 連（6－8） 1，840円

馬 連 �� 9，850円 馬 単 �� 23，020円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 6，840円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 91，900円 3 連 単 ��� 556，270円

票 数

単勝票数 計 414348 的中 � 17026（6番人気）
複勝票数 計 547305 的中 � 26398（6番人気）� 23214（7番人気）� 12388（9番人気）
枠連票数 計 137534 的中 （6－8） 5782（7番人気）
馬連票数 計 605209 的中 �� 4758（23番人気）
馬単票数 計 359186 的中 �� 1170（50番人気）
ワイド票数 計 485343 的中 �� 4297（29番人気）�� 1817（44番人気）�� 3441（32番人気）
3連複票数 計 845538 的中 ��� 690（125番人気）
3連単票数 計1342738 的中 ��� 175（677番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―12．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．8―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアテナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．12．1 阪神3着

2016．3．23生 牝4栗 母 スマートバベル 母母 ユ ア カ ラ ー 7戦2勝 賞金 15，150，000円
〔制裁〕 ミラクルチューン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。

04008 2月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（2京都2） 第1日 第8競走 ��3，170�

うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走13時50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，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：28．4良・良

11 � ト ラ ス ト 牡6芦 60 熊沢 重文岡田 繁幸氏 長谷川浩大 新冠 中本牧場 510＋ 83：41．3 1．3�
22 � エアカーディナル 牡9鹿 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 506＋12 〃 クビ 26．4�
610� メイショウオトコギ �11栗 60 北沢 伸也松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 512± 03：41．4� 34．2�
813 タガノエスプレッソ 牡8鹿 59 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464± 03：41．82� 9．2�
57 ハルキストン 牡5鹿 60 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 474＋203：42．01	 27．1�
712 バイオンディップス 牡8黒鹿59 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 532－ 23：42．53 40．6	
58 サムライフォンテン 牡7黒鹿59 上野 翔吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 484－143：42．6� 162．8

33 ノワールギャルソン 牡8黒鹿60 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 446－ 43：42．7� 23．9�
45 シゲルピーマン �5鹿 59 小坂 忠士森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 470＋ 2 〃 ハナ 57．7�
711 オールマンリバー 牡8黒鹿60 五十嵐雄祐三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512＋ 43：42．8クビ 13．4
46 シングルアップ 牡4鹿 58 森 一馬 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 536－ 23：43．22� 8．6�
814 マイネルフィエスタ 牡10芦 61 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 新冠 タニグチ牧場 528＋ 83：43．3� 91．9�
34 トーヨーピース 牡6鹿 60 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 476－ 83：45．2大差 110．2�
69 テンザワールド 牡6栗 59 西谷 誠天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444＋10 （競走中止） 91．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，126，900円 複勝： 122，457，700円 枠連： 15，237，600円
馬連： 58，176，400円 馬単： 37，285，200円 ワイド： 45，419，400円
3連複： 95，740，200円 3連単： 162，787，500円 計： 569，230，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 410円 � 380円 枠 連（1－2） 1，260円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 620円 �� 590円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 12，870円

票 数

単勝票数 計 321269 的中 � 186780（1番人気）
複勝票数 計1224577 的中 � 947080（1番人気）� 18827（8番人気）� 21065（7番人気）
枠連票数 計 152376 的中 （1－2） 9305（6番人気）
馬連票数 計 581764 的中 �� 38204（5番人気）
馬単票数 計 372852 的中 �� 21077（5番人気）
ワイド票数 計 454194 的中 �� 19340（7番人気）�� 20527（6番人気）�� 3295（34番人気）
3連複票数 計 957402 的中 ��� 13027（20番人気）
3連単票数 計1627875 的中 ��� 9168（41番人気）
上り 1マイル 1：50．7 4F 54．4－3F 40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ト ラ ス ト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ

2014．3．29生 牡6芦 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 障害：5戦4勝 賞金 68，178，000円
地方デビュー 2016．5．27 川崎

〔競走中止〕 テンザワールド号は，競走中に異常歩様となったため2周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔制裁〕 トラスト号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースでの御法（騎乗ぶり）について令和2年2月15日から令和2年2月16日まで

騎乗停止。
〔調教再審査〕 テンザワールド号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。



04009 2月1日 晴 良 （2京都2） 第1日 第9競走 ��
��2，400�

ば い か

梅 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

89 ブルーミングスカイ 牡3鹿 56 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466＋ 22：29．5 7．9�
77 ディアマンミノル 牡3栗 56 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 458－ 82：29．71 18．5�
22 エカテリンブルク 牡3青鹿56 S．フォーリー 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－162：29．8� 4．9�

（愛）

810 トウカイデュエル 牡3鹿 56 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 462＋ 22：30．33 16．4�
44 キングオブドラゴン 牡3黒鹿56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488－10 〃 クビ 11．6�
55 ウインベイランダー 牡3芦 56 和田 竜二	ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 42：30．61� 20．4

11 ヴァーダイト 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 1．6�
66 バルンストック 牡3黒鹿56 岩田 望来 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 桜井牧場 474＋142：30．81 34．6
33 アジャストザルート 牡3鹿 56 A．シュタルケ �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 490＋ 62：31．97 25．3�

（独）

78 ショウナンバレリオ 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 468－ 42：32．21� 155．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 66，577，900円 複勝： 104，254，500円 枠連： 16，971，000円
馬連： 93，476，200円 馬単： 62，323，500円 ワイド： 71，176，000円
3連複： 126，329，100円 3連単： 260，009，000円 計： 801，117，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 350円 � 550円 � 280円 枠 連（7－8） 2，740円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 12，310円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 530円 �� 830円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 57，890円

票 数

単勝票数 計 665779 的中 � 67114（3番人気）
複勝票数 計1042545 的中 � 78737（3番人気）� 45838（6番人気）� 106231（2番人気）
枠連票数 計 169710 的中 （7－8） 4783（9番人気）
馬連票数 計 934762 的中 �� 11832（19番人気）
馬単票数 計 623235 的中 �� 3796（35番人気）
ワイド票数 計 711760 的中 �� 12754（18番人気）�� 36433（4番人気）�� 21715（11番人気）
3連複票数 計1263291 的中 ��� 13796（25番人気）
3連単票数 計2600090 的中 ��� 3256（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．8―35．7―48．7―1：01．8―1：15．0―1：28．7―1：42．0―1：54．7―2：06．7―2：17．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8
1
3
5，8（1，4）2，9，6，7（3，10）
5，8（1，4）（2，9）（6，7）10，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルーミングスカイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．7．7 中京3着

2017．4．23生 牡3鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 6戦2勝 賞金 22，666，000円
〔制裁〕 エカテリンブルク号の騎手S．フォーリーは，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：7番）
※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。

04010 2月1日 晴 良 （2京都2） 第1日 第10競走 ��
��1，600�

は な み こ う じ

花 見 小 路 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

11 ボッケリーニ 牡4栗 57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：34．9 3．0�

56 カイザーミノル 牡4鹿 57 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472＋141：35．11� 6．3�
67 オースミカテドラル 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462＋ 41：35．31	 3．4�
811 エイシンスレイマン 牡6鹿 57 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 482＋ 4 〃 ハナ 10．1�
812 シベリアンタイガー 
9鹿 57 岩田 望来岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 486＋ 41：35．4	 19．1�
22 ナイトバナレット 牡6芦 57 坂井 瑠星 	シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：35．5	 11．3

55 ウェーブヒーロー 牡7鹿 57 酒井 学万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 508－ 4 〃 クビ 66．0�
79 ドラグーンシチー 牡5鹿 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 512＋ 81：35．81� 7．8�
710 フィオレドーロ 牝4栗 55 A．シュタルケ 下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 426＋ 41：36．22	 13．0

（独）

33 ヴ ァ イ ザ ー 牡5黒鹿57 S．フォーリー 	キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 72．8�
（愛）

68 メイショウシャチ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 484－ 21：36．83	 271．9�
44 ラニカイサンデー 牡6鹿 57 国分 恭介横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 484＋101：38．07 293．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，355，700円 複勝： 80，109，500円 枠連： 22，653，500円
馬連： 126，061，100円 馬単： 55，373，100円 ワイド： 80，141，900円
3連複： 166，757，400円 3連単： 232，843，500円 計： 818，295，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（1－5） 1，240円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 510円 �� 240円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 543557 的中 � 142854（1番人気）
複勝票数 計 801095 的中 � 174193（1番人気）� 98367（3番人気）� 169394（2番人気）
枠連票数 計 226535 的中 （1－5） 14098（7番人気）
馬連票数 計1260611 的中 �� 76878（4番人気）
馬単票数 計 553731 的中 �� 21000（3番人気）
ワイド票数 計 801419 的中 �� 36383（7番人気）�� 94019（1番人気）�� 49267（2番人気）
3連複票数 計1667574 的中 ��� 108428（2番人気）
3連単票数 計2328435 的中 ��� 26580（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．8―48．1―1：00．0―1：11．6―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボッケリーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都6着

2016．4．4生 牡4栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 5戦3勝 賞金 29，666，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 フィオレドーロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フィオレドーロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3月1日まで出走できない。
※メイショウシャチ号は，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。



04011 2月1日 晴 稍重 （2京都2） 第1日 第11競走 ��
��1，900�

まいづる

舞鶴ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

57 マグナレガーロ 牡5青鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：58．4 1．6�
711 ウインユニファイド 牡8黒鹿55 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B526＋ 21：58．82� 73．5�
11 エ オ リ ア 牝6鹿 54 岩田 康誠ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－101：59．22� 11．8�
813 クイックファイア 牡5鹿 55 A．シュタルケ 下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 476＋ 21：59．41� 10．4�

（独）

22 フリーフリッカー 牡6鹿 57 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 22：00．14 5．9	

814 アッシェンプッテル 牝4鹿 53 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 512＋162：00．31� 16．9

45 メイショウマトイ 牡6鹿 54 坂井 瑠星松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494＋ 42：00．4	 127．2�
610 サマーサプライズ 牡6鹿 54 池添 謙一吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 490＋162：00．5クビ 32．0�
33 エクスパートラン 牡5青鹿54 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 470－ 42：00．6� 55．0
58 スーパーライナー 牡7鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 クビ 21．5�
69 ゼンノワスレガタミ 牡6鹿 54 岩田 望来大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 474＋ 22：00．7	 103．2�
46 ア ノ 牡4栗 54 秋山真一郎武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 438＋ 62：00．91 15．0�
34 レッドウィズダム 牡7鹿 53 酒井 学 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 502＋ 22：03．1大差 153．9�
712 プロスパラスデイズ 
5鹿 55 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514＋102：03．2� 27．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 87，741，200円 複勝： 125，496，500円 枠連： 48，516，900円
馬連： 240，264，400円 馬単： 113，516，200円 ワイド： 156，884，000円
3連複： 400，410，600円 3連単： 599，265，300円 計： 1，772，095，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 130円 � 750円 � 240円 枠 連（5－7） 1，690円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 420円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 13，310円 3 連 単 ��� 52，060円

票 数

単勝票数 計 877412 的中 � 426526（1番人気）
複勝票数 計1254965 的中 � 369518（1番人気）� 29406（11番人気）� 116422（3番人気）
枠連票数 計 485169 的中 （5－7） 22179（7番人気）
馬連票数 計2402644 的中 �� 33284（16番人気）
馬単票数 計1135162 的中 �� 12733（20番人気）
ワイド票数 計1568840 的中 �� 23217（16番人気）�� 105690（2番人気）�� 8396（44番人気）
3連複票数 計4004106 的中 ��� 22562（44番人気）
3連単票数 計5992653 的中 ��� 8345（149番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．4―30．6―43．8―57．1―1：09．3―1：21．7―1：34．0―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マグナレガーロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．3．10 阪神1着

2015．5．11生 牡5青鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 5戦4勝 賞金 44，908，000円
〔その他〕 プロスパラスデイズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プロスパラスデイズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3月1日まで出走できない。
※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。

04012 2月1日 晴 稍重 （2京都2） 第1日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：09．0
1：08．7

不良
重

44 ロングベスト 牡6鹿 57 秋山真一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム 522－ 41：11．7 6．9�

78 ヘ リ オ ス �4黒鹿57 川須 栄彦�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B466± 01：11．8	 4．0�
33 ヴァリアント 牡4青鹿57 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 482－ 21：12．01
 3．8�
810 アスクジョーダン �8鹿 57

55 △岩田 望来廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 506＋ 21：12．1� 7．4�
67 スターペスマリア 牝6栗 55 国分 優作河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 496± 01：12．31	 34．1	
11 サンビショップ �8栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 478± 01：12．51
 91．4

55 レッドランサー 牡5黒鹿57 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 460± 01：12．71
 17．6�
811 タフチョイス 牡5鹿 57 和田 竜二ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋161：12．8	 10．0�
22 � エムオータイショウ 牡4鹿 57 福永 祐一大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 504－ 21：12．9	 6．2
66 メイショウジーク 牡6鹿 57 松山 弘平松本 好�氏 坂口 智康 浦河 赤田牧場 492＋ 41：13．75 11．0�
79  アースミステリー 牡6栗 57

55 △斎藤 新 �グリーンファーム田中 博康 米 Best A Luck
Farm LLC B464＋ 21：14．23 67．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，479，000円 複勝： 81，583，200円 枠連： 22，865，000円
馬連： 124，062，600円 馬単： 49，902，700円 ワイド： 82，019，100円
3連複： 160，650，600円 3連単： 217，291，600円 計： 796，853，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 150円 � 150円 枠 連（4－7） 1，610円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 510円 �� 430円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 584790 的中 � 67047（4番人気）
複勝票数 計 815832 的中 � 105486（4番人気）� 143572（2番人気）� 153621（1番人気）
枠連票数 計 228650 的中 （4－7） 10997（7番人気）
馬連票数 計1240626 的中 �� 63873（5番人気）
馬単票数 計 499027 的中 �� 10405（12番人気）
ワイド票数 計 820191 的中 �� 39778（4番人気）�� 48744（3番人気）�� 65704（1番人気）
3連複票数 計1606506 的中 ��� 75091（2番人気）
3連単票数 計2172916 的中 ��� 12070（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロングベスト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．11．19 京都7着

2014．6．5生 牡6鹿 母 ロングカイソウ 母母 ロングマサユメ 22戦3勝 賞金 49，006，000円



（2京都2）第1日 2月1日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 149頭 本 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

213，520，000円
23，180，000円
1，560，000円
23，660，000円
61，529，500円
4，837，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
518，285，700円
852，695，400円
203，403，200円
978，752，100円
510，290，900円
707，026，700円
1，423，481，000円
2，180，078，500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 7，374，013，500円

総入場人員 12，150名 （有料入場人員 11，506名）
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