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04037 2月5日 雨 重 （29京都2）第4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）

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 パワフルヒロコ 牝3黒鹿 54
53 ☆中井 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 446＋ 21：11．5 3．8�

815 ファミーユボヌール 牝3黒鹿54 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 446－ 4 〃 アタマ 1．6�
612 ハトマークワルツ 牝3栗 54 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 428＋ 21：12．03 32．0�
713 シゲルシャチ 牡3栗 56 下原 理森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 482＋ 21：12．21� 23．7�

（兵庫）

611 ホウロクダマ 牡3鹿 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 532－141：12．3� 7．3�

48 タガノアヌビス 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 0 〃 クビ 279．3	
47 スマートサクソン 牝3芦 54 田中 健大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 494－161：12．72� 16．8


23 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 492± 01：12．91� 32．0�
35 メ イ ト サ ン 牡3鹿 56 北村 友一 J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B470± 01：13．11� 19．7�
24 ト ダ メ チ ャ 牡3黒鹿56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新冠 松浦牧場 446± 01：13．31� 338．8
59 ス オ ウ 牝3鹿 54 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 平取 稲原牧場 414－16 〃 クビ 177．3�
816 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498± 01：13．72� 65．0�
11 イチザヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 442± 01：13．8クビ 173．1�
714 クリノワシントン 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 432± 0 〃 クビ 103．8�
510 キャプテンムーン 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 488－181：13．9	 254．4�
36 マイラビング 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 454＋ 41：15．28 217．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，609，100円 複勝： 62，209，500円 枠連： 20，535，100円
馬連： 59，528，400円 馬単： 35，244，500円 ワイド： 41，042，400円
3連複： 89，677，200円 3連単： 128，873，000円 計： 466，719，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 320円 枠 連（1－8） 240円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 160円 �� 830円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，500円

票 数

単勝票数 計 296091 的中 � 61466（2番人気）
複勝票数 計 622095 的中 � 95222（2番人気）� 346257（1番人気）� 17465（7番人気）
枠連票数 計 205351 的中 （1－8） 65733（1番人気）
馬連票数 計 595284 的中 �� 155042（1番人気）
馬単票数 計 352445 的中 �� 33102（2番人気）
ワイド票数 計 410424 的中 �� 85116（1番人気）�� 10354（11番人気）�� 12966（8番人気）
3連複票数 計 896772 的中 ��� 42111（4番人気）
3連単票数 計1288730 的中 ��� 14363（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．8―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワフルヒロコ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．9．10 阪神4着

2014．3．27生 牝3黒鹿 母 パワフルリーフ 母母 サ レ ン ダ ー 5戦1勝 賞金 10，150，000円
※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 ピルーラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04038 2月5日 雨 重 （29京都2）第4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

45 オ ク ラ ホ マ 牡3栗 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502－ 81：51．1 6．8�
46 ダンサクドゥーロ 牡3芦 56 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 508＋101：51．41� 5．9�
22 テイエムグッドマン 牡3鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 490± 0 〃 ハナ 1．3�
33 ロードギブソン 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 486＋ 41：53．2大差 38．8�
712 サウンドラブリー 牝3芦 54 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 444－ 21：53．41� 15．7�
69 ワールドガーランド 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗新井原 博氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 506－ 41：53．5	 319．9	
11 ユキノタイガ 牡3芦 56 松田 大作村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 494＋101：53．6	 54．1

34 マサノカオリ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 432± 01：54．23	 243．4�
58 キョウエイバロック 
3鹿 56 柴田 未崎田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 ハシモトフアーム 468－ 61：58．1大差 302．3�
610 ネオヴァヴェル 牡3芦 56 和田 竜二小林 仁幸氏 伊藤 正徳 安平 ノーザンファーム B492－ 81：58．52	 32．3
814 モ ズ ス テ ラ 牡3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 清水 久詞 浦河 バンブー牧場 B516＋ 21：58．71	 258．1�
57 ケイツークローネ 牝3鹿 54 高倉 稜楠本 勝美氏 目野 哲也 新冠 オリエント牧場 468＋ 21：59．97 338．6�
711� ヴィアデラモーレ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Don Ming B540± 02：00．0	 38．0�
（13頭）

813 クールブルーズ 牡3黒鹿56 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，071，100円 複勝： 98，170，000円 枠連： 15，720，700円
馬連： 48，710，100円 馬単： 40，500，200円 ワイド： 32，694，100円
3連複： 75，811，100円 3連単： 166，406，200円 計： 509，083，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 120円 � 130円 � 100円 枠 連（4－4） 1，900円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 290円 �� 130円 �� 160円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 310711 的中 � 36443（3番人気）
複勝票数 計 981700 的中 � 60233（2番人気）� 45499（3番人気）� 784924（1番人気）
枠連票数 計 157207 的中 （4－4） 6412（6番人気）
馬連票数 計 487101 的中 �� 22767（5番人気）
馬単票数 計 405002 的中 �� 8587（12番人気）
ワイド票数 計 326941 的中 �� 20812（4番人気）�� 76517（1番人気）�� 51311（2番人気）
3連複票数 計 758111 的中 ��� 170494（1番人気）
3連単票数 計1664062 的中 ��� 20411（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．1―49．0―1：01．5―1：14．1―1：26．8―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
・（2，5）（6，11）1（3，12，14）（9，7）4，8，10・（2，5，6）（1，3，12）－（9，4）14－11－8－10－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ク ラ ホ マ �
�
父 Cape Blanco �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．9．24 阪神5着

2014．4．9生 牡3栗 母 フラーテイシャスミス 母母 Seductive Smile 4戦1勝 賞金 6，450，000円
〔出走取消〕 クールブルーズ号は，疾病〔創傷性右角膜炎〕のため出走取消。
〔制裁〕 マサノカオリ号の騎手荻野極は，1コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。（被害馬：

7番）
〔その他〕 ケイツークローネ号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 ネオヴァヴェル号・モズステラ号・ヴィアデラモーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成29年3月5日まで平地競走に出走できない。
キョウエイバロック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月5日まで平地
競走に出走できない。

※ワールドガーランド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 京都競馬 第４日



04039 2月5日 雨 重 （29京都2）第4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）
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

33 ベルエスメラルダ 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 440± 01：23．8 4．6�

812 クインズマラクータ 牡3栗 56 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 514－ 61：23．9� 9．8�
811 ゲ キ リ ン 牡3栗 56 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 480＋ 61：24．0� 2．9�
11 トウカイシュテルン 牝3鹿 54 S．フォーリー 内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 474－ 21：24．1� 28．6�

（愛）

67 カズマペッピーノ 牡3黒鹿56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 494＋12 〃 アタマ 30．6�
22 ヴィーナスフローラ 牝3栗 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：24．2� 10．3	
710	 ブランエクラ 牡3芦 56 松田 大作�KTレーシング 武井 亮 米 Polo Green

Stable 498＋ 21：24．41� 3．8

56 スッチェッソ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：24．93 257．4�

55 キタノユーリン 牝3鹿 54 和田 竜二北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 484＋ 61：25．0クビ 14．4�
44 オモイサイフ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ
アーム 506－ 61：25．21� 25．6

68 モ ン ロ ー 牝3芦 54 秋山真一郎 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 444－ 81：25．3� 22．1�

79 
 ナチュラリー 牡3黒鹿56 下原 理堀井 直樹氏 新子 雅司 浦河 冨岡牧場 B468－101：25．4� 98．8�
（兵庫） （兵庫）

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，141，000円 複勝： 55，957，300円 枠連： 15，684，600円
馬連： 71，486，500円 馬単： 38，211，800円 ワイド： 47，145，000円
3連複： 106，841，900円 3連単： 149，322，600円 計： 518，790，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 240円 � 120円 枠 連（3－8） 580円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 290円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 17，550円

票 数

単勝票数 計 341410 的中 � 59043（3番人気）
複勝票数 計 559573 的中 � 76963（3番人気）� 42773（5番人気）� 174376（1番人気）
枠連票数 計 156846 的中 （3－8） 20632（2番人気）
馬連票数 計 714865 的中 �� 15814（12番人気）
馬単票数 計 382118 的中 �� 5212（19番人気）
ワイド票数 計 471450 的中 �� 9169（15番人気）�� 46043（2番人気）�� 23304（5番人気）
3連複票数 計1068419 的中 ��� 35571（6番人気）
3連単票数 計1493226 的中 ��� 6166（54番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．8―12．0―12．2―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルエスメラルダ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．13 小倉13着

2014．4．21生 牝3黒鹿 母 プリンセスチャーム 母母 フロントアクセス 9戦2勝 賞金 13，200，000円
※スッチェッソ号・ブランエクラ号は，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または施行団体名を表示している。

04040 2月5日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （29京都2）第4日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

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

78 � メイショウオトコギ �8栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 500＋ 23：23．7 1．5�
55 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 520± 03：24．02 6．0�
66 ウインレーベン 牡6青鹿60 平沢 健治�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 474＋ 43：25．06 13．7�
810� スズカグランデ �6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 442＋ 23：25．95 11．9�
67 ゴールドメダリオン �5栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 468＋ 23：26．43 6．3�
79 � ゴ ー ス ル ー 牡7鹿 60 大江原 圭 	静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 482＋143：26．72 17．4

22 フォースフィールド 牡5黒鹿60 西谷 誠岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 446± 03：26．91 36．5�
44 � ララクードゥリオン 牡5青鹿60 五十嵐雄祐フジイ興産� 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 508－ 63：29．8大差 56．7�
33 ジ イ サ マ 牡4栗 59 山本 康志小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 504＋123：32．0大差 91．5
811 ゼンノコリオリ 牡7鹿 60 黒岩 悠大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 496＋123：32．31� 70．5�
11 アルスマルカート 牡9栗 60 中村 将之池田 正孝氏 森田 直行 新ひだか 矢野牧場 498＋ 83：44．6大差 124．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，937，200円 複勝： 38，138，500円 枠連： 12，255，400円
馬連： 41，430，500円 馬単： 29，783，900円 ワイド： 25，511，700円
3連複： 60，517，000円 3連単： 122，137，500円 計： 352，711，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 240円 �� 430円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 229372 的中 � 116607（1番人気）
複勝票数 計 381385 的中 � 208871（1番人気）� 35624（3番人気）� 21687（5番人気）
枠連票数 計 122554 的中 （5－7） 21737（2番人気）
馬連票数 計 414305 的中 �� 63680（2番人気）
馬単票数 計 297839 的中 �� 32167（2番人気）
ワイド票数 計 255117 的中 �� 31428（2番人気）�� 14431（4番人気）�� 9235（8番人気）
3連複票数 計 605170 的中 ��� 31649（5番人気）
3連単票数 計1221375 的中 ��� 22054（8番人気）
上り 1マイル 1：49．8 4F 53．5－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウオトコギ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S.

2009．5．16生 �8栗 母 ズ リ 母母 Amizette 障害：3戦1勝 賞金 13，900，000円
初出走 JRA



04041 2月5日 小雨 重 （29京都2）第4日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

815 カ ラ ル 牡3黒鹿 56
55 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：20．2 3．7�

36 � ホワイトドラゴン 牡3白 56 川田 将雅窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes
Farm, LLC 502＋ 2 〃 クビ 5．3�

714 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 北村 友一田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 452＋ 2 〃 アタマ 44．5�
47 エイシンスレイマン 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 456－142：20．41 3．0�
12 タガノシャルドネ 牡3鹿 56 和田 竜二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 82：20．61	 18．0	
612 オ ー ス タ ラ 牝3鹿 54 松若 風馬永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 462－ 42：20．91
 16．9

59 シュヴァルノーブル 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�富田牧場 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 392－ 22：21．32� 344．6�
713 ス プ マ ン テ 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 494－ 22：21．62 22．6�
510 タイセイキーマン 牡3黒鹿56 小牧 太田中 成奉氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 496－ 82：21．81 154．8
23 テイエムナナフク 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 470＋ 62：22．01	 377．9�
24 ゼットディーン 牡3青鹿56 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新冠 カミイスタット 486－ 22：22．31
 58．1�
48 ジークグランツ 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 下河辺牧場 452＋22 〃 クビ 16．1�
11 スカイバリオン 牡3芦 56 岩田 康誠中辻 明氏 寺島 良 日高 株式会社カ

ネツ牧場 464＋ 62：22．61
 28．0�
611 ザウォルドルフ 牡3黒鹿56 C．ルメール 大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：23．02� 8．4�
35 テイエムダンシャク 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 池添 学 日高 日高テイエム

牧場株式会社 484－ 42：24．48 53．5�
816 ラ ラ オ ー ロ 牡3鹿 56 S．フォーリー �G1レーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B448－ 62：26．010 42．9�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，696，700円 複勝： 49，158，400円 枠連： 19，635，400円
馬連： 72，763，500円 馬単： 38，001，600円 ワイド： 49，585，300円
3連複： 112，103，200円 3連単： 142，112，400円 計： 516，056，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 180円 � 1，040円 枠 連（3－8） 1，120円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，300円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 15，570円 3 連 単 ��� 56，700円

票 数

単勝票数 計 326967 的中 � 68931（2番人気）
複勝票数 計 491584 的中 � 90353（2番人気）� 76904（3番人気）� 8705（12番人気）
枠連票数 計 196354 的中 （3－8） 13528（5番人気）
馬連票数 計 727635 的中 �� 46952（4番人気）
馬単票数 計 380016 的中 �� 11686（7番人気）
ワイド票数 計 495853 的中 �� 27597（3番人気）�� 5330（23番人気）�� 2491（45番人気）
3連複票数 計1121032 的中 ��� 5399（45番人気）
3連単票数 計1421124 的中 ��� 1817（164番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．0―12．9―12．5―13．0―13．3―13．0―12．9―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．0―37．0―49．9―1：02．4―1：15．4―1：28．7―1：41．7―1：54．6―2：07．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

カ ラ ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．19 京都9着

2014．5．13生 牡3黒鹿 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 カラル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ララオーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月5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） 2頭 ニホンピロレイカー号・ミラクルツリー号
※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。

04042 2月5日 小雨 重 （29京都2）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

815 レイトブルーマー 牝3芦 54 松若 風馬堀 祥子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 458 ―2：07．0 10．5�
611 ミエノインパルス 牡3栗 56 川島 信二里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 492 ―2：07．74 26．5�
712 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 498 ―2：08．55 2．2�
47 ヴ ェ ネ ー ノ 牝3黒鹿54 S．フォーリー Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 396 ―2：08．6� 32．6�

（愛）

23 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 424 ―2：08．7� 41．1�
34 リリーモントルー 牡3鹿 56 幸 英明土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442 ―2：08．8� 18．8	
35 バトルピッピ 牝3鹿 54 浜中 俊宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 沖田 忠幸 414 ―2：08．9� 18．0

22 グリーンジャケット 牡3鹿 56 川須 栄彦�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 アタマ 9．3�
59 アグネスクラウン 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 476 ―2：09．0� 154．3
610 コルヴァッチ 牡3青鹿56 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504 ―2：09．1クビ 2．9�
11 カガコナウィンズ 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 武田 修一 466 ―2：09．95 220．5�
814 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54

53 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 480 ―2：10．43 52．9�
46 トウケイフェアリー 牝3黒鹿54 国分 優作木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 426 ―2：11．03� 107．9�
713 ブラウンアジタート 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極キャピタルクラブ 加用 正 新ひだか 前田ファーム 448 ―2：12．48 102．3�
58 タイムキーパー �3鹿 56 中谷 雄太吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490 ―2：13．99 100．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，684，900円 複勝： 37，994，300円 枠連： 18，341，000円
馬連： 62，669，800円 馬単： 37，632，400円 ワイド： 38，008，800円
3連複： 83，948，600円 3連単： 131，107，700円 計： 444，387，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 250円 � 430円 � 120円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 13，650円 馬 単 �� 21，740円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 480円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 114，520円

票 数

単勝票数 計 346849 的中 � 26370（4番人気）
複勝票数 計 379943 的中 � 31211（4番人気）� 15772（7番人気）� 125505（1番人気）
枠連票数 計 183410 的中 （6－8） 12644（4番人気）
馬連票数 計 626698 的中 �� 3557（26番人気）
馬単票数 計 376324 的中 �� 1298（47番人気）
ワイド票数 計 380088 的中 �� 3119（25番人気）�� 21966（2番人気）�� 7535（11番人気）
3連複票数 計 839486 的中 ��� 6671（24番人気）
3連単票数 計1311077 的中 ��� 830（247番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．9―51．3―1：04．6―1：17．6―1：30．1―1：42．3―1：54．5

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

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

勝馬の
紹 介

レイトブルーマー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．3．1生 牝3芦 母 ブルーミングスノー 母母 タヤスブルーム 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイムキーパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月5日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 ヴァレッタスカイ号（疾病〔右後挫跖〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オースミメテオール号・ザッツアモーレ号・スズカホワイト号・テイエムキャラバン号・ブルースガール号
※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。



04043 2月5日 曇 重 （29京都2）第4日 第7競走 ��1，400�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，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
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 ノースウッド 牡5鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520± 01：23．0 3．6�

36 ベストインザスカイ 牡4鹿 57 畑端 省吾飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B516＋ 81：23．74 59．2�
48 バ リ キ 牡5栗 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 462＋141：23．91� 14．4�
59 ビタミンエース 牡6鹿 57

56 ☆義 英真村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 532＋ 21：24．11 44．0�
815 タイセイエクレール 牡4鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 524＋201：24．2� 45．9�
12 ビリケンラッシュ 	4鹿 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 浦河 谷川牧場 488－141：24．51
 186．0	
510 ヒラボクテイオー 牡5黒鹿57 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 528－ 41：24．6
 2．3

816 アイファーサンディ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 474－ 4 〃 ハナ 10．7�
11 ウォーターミリオン 牡4栗 57 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 452＋ 21：24．81� 25．2�
35 ゴーントレット 牡5黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 514＋141：24．9
 79．9
612� タイキレガトゥス 牡5栗 57 北村 友一�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B486＋ 6 〃 ハナ 6．3�
23 レジメンタル 牡5栗 57

56 ☆�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 450＋ 6 〃 クビ 15．0�
714 コパデスコパ 牡4栗 57 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 81：25．32� 195．8�
713 スプレーモゲレイロ 牡4鹿 57 下原 理 �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 462＋151：25．5
 95．2�
（兵庫）

611� レオロフティー 牡5鹿 57
54 ▲荻野 極�レオ 千田 輝彦 新冠 川島牧場 B500＋ 4 〃 クビ 304．5�

47 スマートスペクター 牡4鹿 57 池添 謙一大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 440＋101：26．13� 34．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，904，500円 複勝： 58，238，400円 枠連： 22，607，300円
馬連： 88，499，500円 馬単： 41，484，600円 ワイド： 54，372，800円
3連複： 119，878，300円 3連単： 156，468，300円 計： 580，453，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 1，200円 � 390円 枠 連（2－3） 4，160円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 13，460円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 920円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 31，190円 3 連 単 ��� 148，670円

票 数

単勝票数 計 389045 的中 � 86385（2番人気）
複勝票数 計 582384 的中 � 113014（2番人気）� 10002（10番人気）� 36059（6番人気）
枠連票数 計 226073 的中 （2－3） 4205（14番人気）
馬連票数 計 884995 的中 �� 7285（25番人気）
馬単票数 計 414846 的中 �� 2311（39番人気）
ワイド票数 計 543728 的中 �� 4478（27番人気）�� 15917（9番人気）�� 1925（49番人気）
3連複票数 計1198783 的中 ��� 2882（74番人気）
3連単票数 計1564683 的中 ��� 763（368番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．1―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノースウッド �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．3．14 阪神4着

2012．2．11生 牡5鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 15戦3勝 賞金 27，100，000円
※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 ジェイシックス号・ダノンメモリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04044 2月5日 曇 重 （29京都2）第4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）
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
1：47．8
1：47．8

重
重

23 コパノチャーリー 牡5栗 57
56 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 526＋ 21：49．9 4．3�

34 エンクエントロス 牡5鹿 57 松山 弘平スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B502－10 〃 クビ 58．2�
58 マッシヴランナー 牡5黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 524± 01：50．0クビ 8．7�
59 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55

52 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 500－ 8 〃 クビ 22．0�
46 プレシャスルージュ �5黒鹿57 S．フォーリー �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 41：50．21 20．6	

（愛）

713 メリーウィドウ 牝6鹿 55
52 ▲荻野 極 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 514－ 81：50．3	 29．0


11 ノーブルサンズ 牝4栗 54 和田 竜二吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 444－ 2 〃 クビ 35．3�

610 スズカウラノス 牡8鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 482＋ 21：50．61
 48．9�
815 ロイヤルパンプ 牡5栗 57 C．ルメール 吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 536± 01：50．7クビ 1．8
814 テイエムテツジン 牡5栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 462＋ 21：50．8	 11．7�
712 カ ト ラ ス �7芦 57

56 ☆加藤 祥太村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 482＋ 4 〃 クビ 230．0�
35 サンライズワールド �7栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452－ 41：50．9クビ 28．4�
47 ショウナンハルカス 牡5黒鹿57 中谷 雄太国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 506± 01：51．96 37．7�
611� サントノーレ 牝5栗 55

52 ▲森 裕太朗吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 496－ 2 〃 クビ 364．9�
22 サンライズカラー 牡8鹿 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 566＋221：53．6大差 93．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，026，100円 複勝： 63，656，000円 枠連： 28，584，500円
馬連： 103，439，600円 馬単： 54，780，700円 ワイド： 67，484，200円
3連複： 146，850，500円 3連単： 231，125，100円 計： 739，946，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 870円 � 240円 枠 連（2－3） 3，640円

馬 連 �� 10，530円 馬 単 �� 15，530円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 620円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 22，590円 3 連 単 ��� 140，690円

票 数

単勝票数 計 440261 的中 � 80978（2番人気）
複勝票数 計 636560 的中 � 100333（2番人気）� 15151（12番人気）� 71404（3番人気）
枠連票数 計 285845 的中 （2－3） 6082（12番人気）
馬連票数 計1034396 的中 �� 7608（23番人気）
馬単票数 計 547807 的中 �� 2645（37番人気）
ワイド票数 計 674842 的中 �� 6297（27番人気）�� 29892（4番人気）�� 4406（35番人気）
3連複票数 計1468505 的中 ��� 4875（65番人気）
3連単票数 計2311251 的中 ��� 1191（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．7―36．2―48．4―1：00．8―1：12．9―1：25．1―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3
3，8（6，5，15）7，4－2，12（1，14）10，11，13，9
3，8（6，5）4（1，15，7）（10，2，12）（11，14，9）13

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

勝馬の
紹 介

コパノチャーリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．12．6 中山5着

2012．3．2生 牡5栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 26戦4勝 賞金 69，301，000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。



04045 2月5日 曇 重 （29京都2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

きたやま

北山ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 トップディーヴォ 牡5鹿 57 福永 祐一�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B490＋ 41：48．8 8．6�
610 テイエムジンソク 牡5芦 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 496－ 21：48．9� 1．7�
59 ナムラアラシ 牡4鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 520＋ 61：49．64 12．9�
815 タガノゴールド 牡6栗 57 武 幸四郎八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 41：49．81	 73．8�
47 サンライズアルブル 牡6黒鹿57 C．ルメール 松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：49．9� 7．4�
712 フミノメモリー 牡7黒鹿57 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 518－ 2 〃 クビ 44．4	
23 アテンファースト 牡7栗 57 太宰 啓介玉置 潔氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B496± 01：50．0
 45．4

611 ハギノタイクーン 牡8鹿 57 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B538＋ 21：50．32 215．0�
814 メモリーシャルマン 牝8鹿 55 松若 風馬橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 532－ 21：50．51	 58．8�
713 ワンダーアシャード 牡8栗 57 岩田 康誠山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 536± 0 〃 ハナ 35．0
58 レ ガ ー ロ 牡4鹿 56 四位 洋文寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 508＋ 41：50．6� 10．0�
46 アドマイヤシャイ 牝5黒鹿55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：50．92 15．6�
35 � ダイゴマサムネ 牡5栗 57 森 裕太朗長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 522＋ 41：51．32� 26．2�
34 キングノヨアケ 牡5黒鹿57 小崎 綾也平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 498－ 61：51．93� 27．9�
22 エクストラゴールド 牡6栗 57 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 534＋101：52．11	 357．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 62，818，600円 複勝： 119，622，800円 枠連： 38，973，700円
馬連： 152，984，000円 馬単： 81，127，200円 ワイド： 92，391，500円
3連複： 229，062，100円 3連単： 349，387，700円 計： 1，126，367，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 210円 � 110円 � 240円 枠 連（1－6） 800円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，090円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 628186 的中 � 58434（3番人気）
複勝票数 計1196228 的中 � 85620（4番人気）� 622351（1番人気）� 68669（5番人気）
枠連票数 計 389737 的中 （1－6） 37687（3番人気）
馬連票数 計1529840 的中 �� 168977（1番人気）
馬単票数 計 811272 的中 �� 29607（6番人気）
ワイド票数 計 923915 的中 �� 69767（3番人気）�� 19398（12番人気）�� 72158（2番人気）
3連複票数 計2290621 的中 ��� 105240（2番人気）
3連単票数 計3493877 的中 ��� 19614（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．9―48．3―1：00．5―1：12．5―1：24．5―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップディーヴォ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．10．19 京都3着

2012．2．10生 牡5鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 22戦5勝 賞金 93，084，000円

04046 2月5日 曇 重 （29京都2）第4日 第10競走 ��
��1，200�

やましろ

山城ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．2．6以降29．1．29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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

22 ウインムート 牡4青鹿55 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 490± 01：10．0 5．2�
711 ファインニードル 牡4鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋121：10．32 3．7�
813 デンコウウノ 牡6鹿 56 古川 吉洋田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 498＋ 41：10．51� 16．0�
712 キタサンラブコール 牡6鹿 55 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B474－ 41：10．6� 10．4�
57 ナリタスターワン 牡5鹿 55 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 484＋101：10．81 3．6	
33 ヴァイサーリッター 牡6芦 53 岩田 康誠 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 アタマ 11．6

58 ライブリシュネル 牡7鹿 53 幸 英明加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：10．9� 38．4�
46 タガノアザガル 牡5黒鹿55 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450± 01：11．0	 59．9�
45 モンマックス 牡7鹿 52 中谷 雄太�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 530－12 〃 アタマ 99．5
34 プレイズエターナル 牡7黒鹿57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504＋141：11．1クビ 7．7�
814 クリノコマチ 牝6栗 51 川島 信二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 462－ 4 〃 クビ 25．4�
11 
 クリノハッチャン 牝6鹿 51 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462－ 21：11．31 85．4�
610 メイショウスイヅキ 牝4鹿 51 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 454± 01：12．15 47．7�
69 � ベストルーラー 牡6黒鹿56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 510－ 41：12．84 49．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，122，600円 複勝： 77，529，900円 枠連： 41，798，600円
馬連： 183，978，200円 馬単： 80，256，400円 ワイド： 90，478，900円
3連複： 263，514，400円 3連単： 391，891，400円 計： 1，185，570，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 160円 � 320円 枠 連（2－7） 990円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，490円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 25，420円

票 数

単勝票数 計 561226 的中 � 85821（3番人気）
複勝票数 計 775299 的中 � 101067（3番人気）� 146896（2番人気）� 50965（7番人気）
枠連票数 計 417986 的中 （2－7） 32542（4番人気）
馬連票数 計1839782 的中 �� 132663（2番人気）
馬単票数 計 802564 的中 �� 25381（6番人気）
ワイド票数 計 904789 的中 �� 51032（2番人気）�� 14778（17番人気）�� 27446（11番人気）
3連複票数 計2635144 的中 ��� 38915（16番人気）
3連単票数 計3918914 的中 ��� 11177（78番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．7―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインムート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．8．22 札幌1着

2013．3．21生 牡4青鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 15戦4勝 賞金 62，142，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



04047 2月5日 曇 重 （29京都2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第57回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （NHK賞） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

NHK賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

77 アメリカズカップ 牡3黒鹿56 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450－121：50．1 17．2�
11 サトノアーサー 牡3青鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：50．41	 1．4�
44 ダンビュライト 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 5．6�
55 プラチナヴォイス 牡3鹿 56 和田 竜二本間 茂氏 
島 一歩 新ひだか 矢野牧場 510＋ 21：50．61� 8．6�
66 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 56 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 454－ 41：50．91	 51．3	
22 マテラレックス 牡3鹿 56 S．フォーリー 大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高村牧場 454＋ 21：51．96 99．9


（愛）

33 タガノアシュラ 牡3黒鹿56 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 512＋ 41：52．96 9．4�

88 スズカメジャー 牡3鹿 56 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494＋ 8 （競走中止） 11．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 209，433，600円 複勝： 351，624，700円 枠連： 発売なし
馬連： 452，452，800円 馬単： 334，445，900円 ワイド： 191，926，900円
3連複： 515，758，100円 3連単： 1，915，172，400円 計： 3，970，814，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 230円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 390円 �� 690円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 14，180円

票 数

単勝票数 計2094336 的中 � 96856（6番人気）
複勝票数 計3516247 的中 � 102209（6番人気）� 2542802（1番人気）� 268392（2番人気）
馬連票数 計4524528 的中 �� 362099（5番人気）
馬単票数 計3344459 的中 �� 69914（11番人気）
ワイド票数 計1919269 的中 �� 117761（5番人気）�� 59647（10番人気）�� 314382（1番人気）
3連複票数 計5157581 的中 ��� 318921（6番人気）
3連単票数 計19151724 的中 ��� 97882（44番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．0―12．5―12．6―12．4―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．5―49．0―1：01．6―1：14．0―1：26．2―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．1
3 3，5（2，7）（4，1）－6 4 ・（3，5）7（2，4）1，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アメリカズカップ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2016．7．16 中京1着

2014．2．7生 牡3黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 4戦3勝 賞金 61，490，000円
〔発走状況〕 スズカメジャー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 スズカメジャー号は，発走後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカメジャー号は，平成29年2月6日から平成29年3月7日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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。

04048 2月5日 曇 重 （29京都2）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ナイトフォックス 牡5鹿 57 福永 祐一石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 01：10．3 4．7�

12 � ウイングパラダイス 牝6鹿 55
52 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 480－ 6 〃 クビ 18．2�

23 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 S．フォーリー H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 01：10．4	 7．4�

（愛）

24 テイエムシャンパン 牡5芦 57 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 500－ 41：10．5	 20．7�
11 � ブロンズテーラー 牝6青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 464＋101：10．81
 11．2�
713 サフランハート 牡4鹿 57 田中 健海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 444＋ 41：10．9クビ 8．2�
815 ハッピーノリチャン 牝5栗 55 C．ルメール 足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 460＋161：11．0
 2．6	
510 メイショウシャチ 牡4鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 474＋ 61：11．1
 35．8

59 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿55 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 450－121：11．41
 37．3�
611 ブラウンカイ 牡6鹿 57 小牧 太キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 474－121：11．5	 80．0�
714 レッドルモンド 牡5青鹿57 四位 洋文 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 528－ 41：11．6クビ 18．3�
48 スノーエンジェル 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 460＋ 21：11．81� 23．0�
612� ランディングバース 牡5鹿 57

54 ▲荻野 極 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &
Gene Walkoviak B548± 0 〃 クビ 68．3�

47 メイショウバーズ 牝4鹿 55 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 456－ 21：11．9クビ 56．5�
35 レヴァンタール 8鹿 57

54 ▲坂井 瑠星岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 456－ 41：12．11� 161．6�
816 マイアベーア 牡5青鹿57 幸 英明 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 480＋ 21：12．63 122．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，424，200円 複勝： 100，768，100円 枠連： 57，226，100円
馬連： 207，485，800円 馬単： 91，580，400円 ワイド： 116，417，600円
3連複： 316，528，900円 3連単： 457，361，000円 計： 1，424，792，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 440円 � 260円 枠 連（1－3） 1，840円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 10，320円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 790円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 9，660円 3 連 単 ��� 55，660円

票 数

単勝票数 計 774242 的中 � 131437（2番人気）
複勝票数 計1007681 的中 � 188039（2番人気）� 49700（7番人気）� 96108（4番人気）
枠連票数 計 572261 的中 （1－3） 24014（7番人気）
馬連票数 計2074858 的中 �� 27197（20番人気）
馬単票数 計 915804 的中 �� 6652（34番人気）
ワイド票数 計1164176 的中 �� 17179（18番人気）�� 39214（5番人気）�� 16882（19番人気）
3連複票数 計3165289 的中 ��� 24556（25番人気）
3連単票数 計4573610 的中 ��� 5957（159番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．4―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．9―46．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトフォックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．13 福島3着

2012．1．29生 牡5鹿 母 アドマイヤシズカ 母母 ビワパシフィカス 21戦3勝 賞金 64，011，000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



（29京都2）第4日 2月5日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

264，040，000円
16，020，000円
1，300，000円
26，900，000円
65，739，000円
5，118，200円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
673，869，600円
1，113，067，900円
291，362，400円
1，545，428，700円
903，049，600円
847，059，200円
2，120，491，300円
4，341，365，300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 11，835，694，000円

総入場人員 15，939名 （有料入場人員 14，825名）
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