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04073 2月18日 曇 稍重 （29京都2）第7日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 ウ ラ ガ ー ノ 牝3青鹿54 M．デムーロ藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 518＋101：12．8 1．4�
714 ジョーカルーア 牝3芦 54 池添 謙一上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 524－ 21：13．33 5．8�
12 オールエリザベス 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 448＋ 61：13．4� 13．3�
47 ハトマークワルツ 牝3栗 54 C．ルメール 山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 428± 0 〃 クビ 6．8�
612 タガノマニカ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 448± 01：13．71� 28．4�
713 タガノカピート 牝3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 61：13．91� 21．4	
35 ラガーユミリン 牝3鹿 54 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 454＋ 61：14．11� 25．7

59 クニサキカッシーニ 牝3栗 54 松岡 正海國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 398± 01：14．52� 165．1�
11 メイショウマライカ 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 392± 01：14．6� 162．7�
48 コパノオリジナル 牝3鹿 54 太宰 啓介小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 432＋ 21：14．92 171．5
23 トーホウボニータ 牝3芦 54 田中 学東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 422＋ 21：15．11� 301．2�

（兵庫）

36 スマートモニカ 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 木原 一良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 428＋ 4 〃 ハナ 43．5�
24 ステラバレット 牝3青鹿54 小林 徹弥広尾レース� 森 秀行 新ひだか 木村 秀則 408－ 41：15．2� 293．9�
510 イチザガーデン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 八木 明広 414± 01：15．3� 268．3�
611 スウェルドリーム 牝3栗 54 田中 健山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 佐藤牧場 498－10 〃 クビ 155．8�
815 レインボータワー 牝3青鹿54 柴田 未崎�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 418＋101：16．04 279．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，790，800円 複勝： 93，611，900円 枠連： 21，444，900円
馬連： 48，997，700円 馬単： 31，233，200円 ワイド： 31，872，700円
3連複： 71，011，200円 3連単： 115，194，100円 計： 439，156，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 300円 枠 連（7－8） 200円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 200円 �� 600円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 257908 的中 � 139363（1番人気）
複勝票数 計 936119 的中 � 713938（1番人気）� 54743（2番人気）� 17680（7番人気）
枠連票数 計 214449 的中 （7－8） 81393（1番人気）
馬連票数 計 489977 的中 �� 109191（1番人気）
馬単票数 計 312332 的中 �� 40540（2番人気）
ワイド票数 計 318727 的中 �� 49834（2番人気）�� 12226（7番人気）�� 5123（17番人気）
3連複票数 計 710112 的中 ��� 23573（9番人気）
3連単票数 計1151941 的中 ��� 15744（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．6―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 13，14，16（2，7）12（1，5）11，15（10，8，6）－3－（4，9） 4 ・（13，14）16（2，7）12，5（1，11）（15，8，6）（10，3）9－4

勝馬の
紹 介

ウ ラ ガ ー ノ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2017．1．29 京都2着

2014．4．10生 牝3青鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 2戦1勝 賞金 7，400，000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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04074 2月18日 曇 稍重 （29京都2）第7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

23 カフジグローリー 牡3黒鹿56 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 516－ 21：53．6 2．6�
714 キーグラウンド 牡3鹿 56 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 482－ 41：53．7� 2．9�
816 ジューンスキント 牡3栗 56 水口 優也吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 470＋ 81：54．55 227．6�
35 コトブキホーク 牡3黒鹿56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 クビ 11．0�
48 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 M．デムーロ深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 518－ 21：54．81� 6．1�
12 リテラルフォース 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 稔氏 佐藤 正雄 登別 ユートピア牧場 494± 0 〃 クビ 14．6�
59 シャーロック 牡3鹿 56 熊沢 重文薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 462± 01：55．11� 194．0	
815 スズカフューラー 牡3栗 56

55 ☆義 英真永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420－ 21：55．2� 65．3

510 マイネルエーポス 牡3鹿 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 462＋ 21：55．51� 25．6�
47 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 田中 学 シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 490－ 61：55．6� 48．6�

（兵庫）

11 アドマイヤトリプル 牡3鹿 56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 534＋101：55．7� 73．6�
36 パラダイスシップ 牡3芦 56 太宰 啓介 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 518－ 61：56．44 41．6�
24 ウエスタンアッレ 牡3鹿 56 川島 信二西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 502－ 41：56．93 290．4�
713 サトノホルス 牡3栗 56 武 豊里見 治氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B474＋ 81：57．43 13．5�
611 ウインクリーヴ 牡3栗 56 池添 謙一�ウイン 田中 剛 浦河 市川牧場 486－ 41：57．5クビ 170．9�
612 イデアドリーム 牝3黒鹿54 柴田 未崎益田 修一氏 根本 康広 新ひだか 西川富岡牧場 440－ 82：00．1大差 384．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，672，500円 複勝： 35，073，300円 枠連： 19，795，500円
馬連： 45，708，300円 馬単： 23，935，400円 ワイド： 31，897，200円
3連複： 68，123，400円 3連単： 83，402，200円 計： 331，607，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 2，650円 枠 連（2－7） 270円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 210円 �� 6，860円 �� 6，580円

3 連 複 ��� 22，310円 3 連 単 ��� 78，420円

票 数

単勝票数 計 236725 的中 � 71395（1番人気）
複勝票数 計 350733 的中 � 98789（1番人気）� 76932（2番人気）� 1794（14番人気）
枠連票数 計 197955 的中 （2－7） 56819（1番人気）
馬連票数 計 457083 的中 �� 79928（1番人気）
馬単票数 計 239354 的中 �� 20607（1番人気）
ワイド票数 計 318972 的中 �� 48803（1番人気）�� 1021（47番人気）�� 1064（45番人気）
3連複票数 計 681234 的中 ��� 2290（58番人気）
3連単票数 計 834022 的中 ��� 771（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．8―49．4―1：02．6―1：15．4―1：28．2―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフジグローリー �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．15 京都4着

2014．3．21生 牡3黒鹿 母 デンジャーマネー 母母 ウインクアットデエンジャー 5戦1勝 賞金 10，700，000円
〔制裁〕 カフジグローリー号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イデアドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月18日まで平地競

走に出走できない。
※シャーロック号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 京都競馬 第７日



04075 2月18日 曇 稍重 （29京都2）第7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

815 ハクサンベル 牡3鹿 56 C．ルメール 河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 458± 01：25．9 10．5�
24 スズカスマート 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 464－ 21：26．0� 20．8�
23 ランバージャック 牡3栗 56 M．デムーロ今西 和雄氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 01：26．1� 3．4�
510 シュンノカミ 牡3青鹿56 松若 風馬石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 496－ 4 〃 ハナ 19．3�
48 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 508－ 41：26．2クビ 3．6�
713 スワーヴノートン 牡3鹿 56 岩田 康誠�NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 484－ 41：26．62� 3．2	
47 ペプチドホープ 牡3鹿 56 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 478± 01：26．7� 31．7

35 オ ー サ ム 牡3青鹿56 石橋 脩 �グリーンファーム中尾 秀正 千歳 社台ファーム 494－ 21：26．8クビ 142．1�
36 ラ ル グ ス 牡3鹿 56 浜中 俊ディアレストクラブ� 高橋 義忠 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468－ 8 〃 クビ 19．8�
612 メイショウナンプウ 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B488－ 2 〃 アタマ 29．0
816 ヴィグランドイチロ 牡3鹿 56 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 8 〃 ハナ 39．9�
12 ヒロノランマン 牡3栗 56 岡田 祥嗣サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 492－ 61：27．33 290．3�
59 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 482－ 21：27．4� 90．0�
11 リッカハピネス 牝3鹿 54

53 ☆義 英真立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 原口牧場 430－ 61：27．93 327．1�
714 ク レ オ ス 牡3鹿 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510± 01：28．75 81．9�
611 クリノルイーザ 牝3鹿 54 �島 良太栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 横井 哲 422－ 41：32．9大差 473．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，458，500円 複勝： 35，530，800円 枠連： 13，176，500円
馬連： 48，398，900円 馬単： 25，261，000円 ワイド： 33，473，000円
3連複： 72，583，200円 3連単： 86，531，300円 計： 341，413，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 270円 � 410円 � 160円 枠 連（2－8） 810円

馬 連 �� 9，460円 馬 単 �� 16，050円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 600円 �� 770円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 63，950円

票 数

単勝票数 計 264585 的中 � 20144（4番人気）
複勝票数 計 355308 的中 � 31781（4番人気）� 18631（6番人気）� 73120（2番人気）
枠連票数 計 131765 的中 （2－8） 12516（4番人気）
馬連票数 計 483989 的中 �� 3964（27番人気）
馬単票数 計 252610 的中 �� 1180（48番人気）
ワイド票数 計 334730 的中 �� 3348（27番人気）�� 14836（4番人気）�� 11293（6番人気）
3連複票数 計 725832 的中 ��� 7821（23番人気）
3連単票数 計 865313 的中 ��� 981（182番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．4―47．8―1：00．5―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．1
3 ・（8，15）（6，10）（2，9，13）－12（7，3）4－（1，16）（5，11）＝14 4 8（15，10）6（9，13）（2，3）（7，12）4（1，16）－5－11＝14

勝馬の
紹 介

ハクサンベル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．5 京都4着

2014．3．17生 牡3鹿 母 オークヒルズ 母母 バ ロ ネ ッ セ 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔その他〕 リガス号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

クリノルイーザ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キウイチャン号・タイセイエピローグ号・ニシノキッカセキ号・ペイシャモンタナ号

04076 2月18日 曇 稍重 （29京都2）第7日 第4競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

35 アスターゴールド 牡3栗 56 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 486 ―1：54．5 84．1�
612� ラ ロ ー デ 牝3鹿 54 浜中 俊飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,

Shizunai 494 ―1：54．92� 14．8�
23 � ファージンゲール 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill

Farm 472 ―1：55．0クビ 3．2�
815 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 530 ― 〃 ハナ 7．2�
12 ベルメーリャ 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 534 ―1：56．06 46．8�
510 サーワシントン 牡3芦 56 和田 竜二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474 ―1：56．85 5．1	
714 ニホンピロカーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 412 ―1：56．9	 96．0

24 ヴィトンリード 牡3鹿 56 武 豊杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 492 ―1：57．21	 7．9�
36 � レオンマテラ 牡3栗 56 石橋 脩大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Newtown

Anner Stud 528 ―1：57．62� 13．9�
816 ロングマリアベール 牝3黒鹿54 川島 信二飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：58．34 124．9
48 サクラゴール 牡3栗 56 武 幸四郎�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 498 ―1：58．4クビ 65．5�
47 � マ イ ギ フ ト 牝3黒鹿54 川須 栄彦栗山 良子氏 
島 一歩 米 Double In-

finity Ranch 502 ―1：59．46 22．7�
59 レーヌドデゼール 牝3鹿 54

53 ☆義 英真吉田 勝利氏 大根田裕之 新ひだか 千代田牧場 464 ―2：00．67 195．6�
713 ト ノ フ 牡3黒鹿56 岩田 康誠落合 稔氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 542 ―2：01．55 37．2�
11 � アメリカンフォルテ 牡3栗 56 松山 弘平吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Larry

D. Williams 504 ―2：01．6クビ 5．3�
611 ヴァレッタスカイ 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 494 ― （競走中止） 48．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，432，900円 複勝： 30，649，700円 枠連： 14，269，500円
馬連： 40，595，300円 馬単： 20，851，700円 ワイド： 26，152，300円
3連複： 54，185，200円 3連単： 60，727，600円 計： 270，864，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，410円 複 勝 � 1，930円 � 470円 � 180円 枠 連（3－6） 5，500円

馬 連 �� 48，770円 馬 単 �� 122，170円

ワ イ ド �� 13，970円 �� 6，450円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 63，590円 3 連 単 ��� 603，110円

票 数

単勝票数 計 234329 的中 � 2228（13番人気）
複勝票数 計 306497 的中 � 3277（13番人気）� 15236（7番人気）� 59630（2番人気）
枠連票数 計 142695 的中 （3－6） 2008（20番人気）
馬連票数 計 405953 的中 �� 645（77番人気）
馬単票数 計 208517 的中 �� 128（169番人気）
ワイド票数 計 261523 的中 �� 472（80番人気）�� 1028（53番人気）�� 6153（12番人気）
3連複票数 計 541852 的中 ��� 639（143番人気）
3連単票数 計 607276 的中 ��� 73（1092番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．3―50．2―1：03．6―1：16．8―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2014．4．10生 牡3栗 母 シンボルスカ 母母 ド ル ス ク 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ヴァレッタスカイ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 ヴァレッタスカイ号は，発走合図直後に発馬機内で坐り，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヴァレッタスカイ号は，平成29年2月19日から平成29年3月20日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レーヌドデゼール号・トノフ号・アメリカンフォルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年3月18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 ザンテツケン号・ショウナンラスター号・テイエムアラナミ号・デンコウフドウ号・ナガラエンカ号・

ナリタアマランサス号・ヒロノオンリーワン号・ヤマニンタンペート号



04077 2月18日 晴 稍重 （29京都2）第7日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：43．9
1：43．9

良
良

710 アドマイヤロブソン 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－ 41：49．6 2．4�
711 スイーズドリームス 牡3鹿 56 武 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502± 01：49．81� 2．8�
68 シャドウブリランテ 牡3鹿 56 松若 風馬飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 492± 01：50．54 33．8�
57 ラ ナ イ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414＋ 4 〃 クビ 96．7�

44 シャイニーピース 牡3鹿 56 M．デムーロ小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 482－ 41：50．6クビ 5．5�
45 ダノンスターズ 牡3黒鹿56 浜中 俊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 444＋ 4 〃 クビ 6．8	
33 マーブルクリス 牡3鹿 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 470± 01：50．81� 54．9

812 タイセイレイザー 牡3青鹿56 国分 恭介田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 468－ 81：50．9� 230．4�
22 	 サトノグリーン 牡3鹿 56 横山 典弘里見 治氏 鹿戸 雄一 米 Chiyoda

Farm 468－ 81：51．11
 46．1�
813 アーダルベルト 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 434＋ 21：51．73
 241．2
56 テイエムシャッフル 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 帰山 清貴 522＋ 21：52．33
 150．9�
69 コスモトゥイーク 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 2 〃 クビ 14．9�
11 フェスティヴワール 牡3鹿 56 川島 信二臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 北星村田牧場 456＋ 41：53．04 287．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，085，300円 複勝： 45，949，700円 枠連： 18，325，600円
馬連： 58，187，600円 馬単： 34，854，900円 ワイド： 35，087，700円
3連複： 78，732，100円 3連単： 138，528，900円 計： 441，751，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 430円 枠 連（7－7） 250円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，140円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 320853 的中 � 104356（1番人気）
複勝票数 計 459497 的中 � 198537（1番人気）� 99404（2番人気）� 11294（6番人気）
枠連票数 計 183256 的中 （7－7） 56475（1番人気）
馬連票数 計 581876 的中 �� 179650（1番人気）
馬単票数 計 348549 的中 �� 46812（2番人気）
ワイド票数 計 350877 的中 �� 82471（1番人気）�� 6140（12番人気）�� 8483（11番人気）
3連複票数 計 787321 的中 ��� 28122（7番人気）
3連単票数 計1385289 的中 ��� 14373（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．2―48．9―1：01．8―1：14．3―1：26．7―1：38．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都3着

2014．3．13生 牡3鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 アドマイヤロブソン号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11

番）

04078 2月18日 晴 稍重 （29京都2）第7日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・右・外）

牝，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
1：19．0
1：19．0

良
良

712 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 456－ 61：23．6 13．1�
34 エンゲルヘン 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 2 〃 クビ 23．7�
711 オールポッシブル 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 478± 01：23．7� 4．3�
57 スリーランディア 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 408－ 61：23．91� 24．5�

814 アンジュデジール 牝3黒鹿54 岩田 康誠安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476＋ 81：24．11 5．7�
58 カワキタエビデンス 牝3鹿 54 太宰 啓介川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 428－ 4 〃 クビ 29．8	
22 フラウティスタ 牝3鹿 54 M．デムーロ 
シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 416－ 21：24．31 3．1�
11 マルモレイナ 牝3鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 448－ 21：24．51� 20．7�
610 アグネスジュレップ 牝3鹿 54 松山 弘平上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 448＋ 41：24．6クビ 10．2
69 ア カ カ 牝3芦 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 480－ 21：24．81� 8．7�
45 ス ペ ク タ ー 牝3鹿 54 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 480－ 61：24．9� 18．3�
33 ユメチョキン 牝3栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 450± 01：25．43 122．7�
46 � チョウキャプテン 牝3芦 54 田中 学丸山 隆雄氏 田中 道夫 浦河 草薙 利昭 398－ 51：26．03� 180．2�

（兵庫） （兵庫）

813 コ ロ リ ズ ム 牝3鹿 54 柴田 未崎田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 446－ 61：26．95 305．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，593，400円 複勝： 49，959，800円 枠連： 16，383，700円
馬連： 66，264，400円 馬単： 31，300，800円 ワイド： 40，777，600円
3連複： 82，914，500円 3連単： 101，769，800円 計： 422，964，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 350円 � 670円 � 170円 枠 連（3－7） 3，670円

馬 連 �� 12，530円 馬 単 �� 23，350円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 820円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 129，210円

票 数

単勝票数 計 335934 的中 � 20485（6番人気）
複勝票数 計 499598 的中 � 33484（6番人気）� 15664（10番人気）� 99120（2番人気）
枠連票数 計 163837 的中 （3－7） 3459（15番人気）
馬連票数 計 662644 的中 �� 4096（40番人気）
馬単票数 計 313008 的中 �� 1005（72番人気）
ワイド票数 計 407776 的中 �� 2862（40番人気）�� 13326（8番人気）�� 7234（19番人気）
3連複票数 計 829145 的中 ��� 4183（56番人気）
3連単票数 計1017698 的中 ��� 571（455番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．2―48．6―1：00．6―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 12，10，4，8，9，7，11（2，1）14，13（6，5）3 4 ・（12，10）（4，8）（7，9）（1，11）2（13，14）5（6，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ル カ プ リ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2016．7．3 中京4着

2014．5．1生 牝3鹿 母 ボ ラ ン ス 母母 エクソセット 8戦2勝 賞金 22，400，000円
〔制裁〕 チョウキャプテン号の調教師田中道夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※ユメチョキン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



04079 2月18日 晴 稍重 （29京都2）第7日 第7競走 ��1，800�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，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

68 ロバストミノル 牡4栗 56 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 500－ 41：53．0 11．0�
812 シンゼンガンプ 牡5鹿 57 武 幸四郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 468－ 4 〃 クビ 3．9�
57 コパノアラジン 牡4栗 56 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 524－ 21：53．74 20．6�
813 ハローマイディア 牡4黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 482± 0 〃 ハナ 6．1�
711 サウンドスタジオ 牡4鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 494－ 41：53．91� 15．6�
33 ギンザマトリックス 牡4栗 56 川島 信二有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 444± 01：54．22 72．7�
710 シゲルキハダマグロ 牡4栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 444－ 61：54．3クビ 11．4	
11 ドラゴンカップ 牡4鹿 56 C．ルメール 窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 クビ 3．7

44 トラキアンコード �5芦 57 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 500－101：54．83 4．5�
22 ダンガンコゾウ 牡5栗 57 松岡 正海海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 496－10 〃 ハナ 135．5�
69 スナークレッド 牡4鹿 56 	島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 498＋ 4 〃 ハナ 40．9
45 
 ミラクルナイト 牡5芦 57

56 ☆岩崎 翼小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 462－161：56．07 268．2�
56 スプレーモゲレイロ 牡4鹿 56 岡田 祥嗣 �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 458－ 41：56．32 154．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，964，900円 複勝： 38，934，700円 枠連： 17，192，100円
馬連： 62，864，600円 馬単： 29，892，600円 ワイド： 35，726，700円
3連複： 79，585，600円 3連単： 101，812，500円 計： 393，973，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 300円 � 170円 � 430円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，110円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，870円 3 連 単 ��� 41，910円

票 数

単勝票数 計 279649 的中 � 20157（5番人気）
複勝票数 計 389347 的中 � 30954（7番人気）� 75233（1番人気）� 19707（8番人気）
枠連票数 計 171921 的中 （6－8） 14646（4番人気）
馬連票数 計 628646 的中 �� 22833（9番人気）
馬単票数 計 298926 的中 �� 4154（25番人気）
ワイド票数 計 357267 的中 �� 12690（9番人気）�� 8222（17番人気）�� 7446（20番人気）
3連複票数 計 795856 的中 ��� 8677（31番人気）
3連単票数 計1018125 的中 ��� 1761（170番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．9―50．3―1：02．9―1：15．3―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロバストミノル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2016．4．23 京都2着

2013．2．22生 牡4栗 母 ホットフレイバー 母母 ノ ク タ ー ン 8戦2勝 賞金 18，150，000円
※トラキアンコード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04080 2月18日 晴 稍重 （29京都2）第7日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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
1：31．4
1：30．7

良
良

11 ディープエクシード 牡4鹿 57 武 豊菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 484± 01：36．2 7．0�

47 ステファンバローズ 牡4黒鹿57 松若 風馬猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 480＋10 〃 アタマ 10．4�
12 アドマイヤロマン 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：36．3� 3．6�
611 ドラゴンマジック 	5栗 57 松山 弘平窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 522＋ 61：36．4クビ 32．1�
24 オメガタックスマン 牡5鹿 57 C．ルメール 原 
子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 アタマ 9．3�
815 アポロオスカー 牝4鹿 55 太宰 啓介アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 438－ 2 〃 クビ 57．1�
713 ティーエスクライ 牝5芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 464＋ 81：36．5クビ 3．1	
816 マンゴジェリー 牡5鹿 57 横山 典弘窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 466－12 〃 クビ 35．0

612 マイネルシェルト 牡6鹿 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 61：36．6� 102．8�
36 メイショウカクオビ 牡4鹿 57 国分 恭介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 500± 01：36．7クビ 110．6
510 クインズサン 牡4青 57 田中 学 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 456－ 21：36．91� 13．8�

（兵庫）

23 アルティマヒート 牝4栗 55 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋101：37．11� 31．0�

48 ウインベントゥーラ 牡5鹿 57 池添 謙一�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 2 〃 クビ 32．3�
714 ウインクレド 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 476＋ 41：37．52� 13．1�
59  ヴェネツィア 牝5鹿 55

54 ☆義 英真田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 434－ 41：37．71 218．0�
（15頭）

35 マルカベッカム 牡4鹿 57
54 ▲森 裕太朗日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，914，700円 複勝： 40，363，200円 枠連： 20，397，000円
馬連： 64，967，900円 馬単： 30，153，900円 ワイド： 39，744，600円
3連複： 83，879，200円 3連単： 100，651，700円 計： 409，072，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 330円 � 180円 枠 連（1－4） 960円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 640円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 31，490円

票 数

単勝票数 差引計 289147（返還計 68） 的中 � 33028（3番人気）
複勝票数 差引計 403632（返還計 73） 的中 � 36854（3番人気）� 28021（6番人気）� 69749（2番人気）
枠連票数 差引計 203970（返還計 0 ） 的中 （1－4） 16334（4番人気）
馬連票数 差引計 649679（返還計 222） 的中 �� 12834（12番人気）
馬単票数 差引計 301539（返還計 90） 的中 �� 3411（23番人気）
ワイド票数 差引計 397446（返還計 180） 的中 �� 6293（17番人気）�� 16701（3番人気）�� 10592（11番人気）
3連複票数 差引計 838792（返還計 459） 的中 ��� 12331（12番人気）
3連単票数 差引計1006517（返還計 908） 的中 ��� 2317（87番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．8―12．0―12．0―12．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．3―48．3―1：00．3―1：12．7―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープエクシード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Cry デビュー 2015．8．23 札幌5着

2013．3．28生 牡4鹿 母 オールアイキャンセイイズワウ 母母 Crown of Jewels 15戦2勝 賞金 24，800，000円
〔出走取消〕 マルカベッカム号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
※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 ブルローネ号
※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。



04081 2月18日 晴 稍重 （29京都2）第7日 第9競走 ��
��1，400�

う じ が わ

宇 治 川 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，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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

67 ワントゥワン 牝4黒鹿55 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 446＋ 41：22．8 1．7�
22 サフランハート 牡4鹿 57 松岡 正海海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 442－ 21：22．9� 72．7�
56 ドルチャーリオ 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 41：23．0� 6．8�
44 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿57 川須 栄彦土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466± 01：23．1	 34．8�
811 ビットレート 牝5栗 55 M．デムーロ �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456－ 41：23．2クビ 5．8�
812 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 浜中 俊 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 470＋ 21：23．3� 20．1	
55 エルビッシュ 牝4黒鹿55 岩田 康誠吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 41：23．61� 13．2

710 メイショウヤマホコ 牡7黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 478－ 21：23．7	 31．8�
79 アイファープリティ 牝4鹿 55 石橋 脩中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 448－ 2 〃 アタマ 15．3�
11 ペ ル フ ィ カ 牝5黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 41：24．12	 17．1
68 テイエムシャンパン 牡5芦 57 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 500± 01：24．52	 33．2�
33 エリーティアラ 牝5青鹿55 和田 竜二谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B472－ 41：24．6	 54．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，941，000円 複勝： 91，837，400円 枠連： 23，111，000円
馬連： 102，135，200円 馬単： 56，949，100円 ワイド： 61，779，700円
3連複： 137，701，700円 3連単： 239，933，800円 計： 758，388，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 800円 � 200円 枠 連（2－6） 7，060円

馬 連 �� 8，580円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 310円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 70，340円

票 数

単勝票数 計 449410 的中 � 202264（1番人気）
複勝票数 計 918374 的中 � 455299（1番人気）� 13643（12番人気）� 80219（3番人気）
枠連票数 計 231110 的中 （2－6） 2534（18番人気）
馬連票数 計1021352 的中 �� 9222（24番人気）
馬単票数 計 569491 的中 �� 3686（33番人気）
ワイド票数 計 617797 的中 �� 5780（25番人気）�� 60153（2番人気）�� 2372（56番人気）
3連複票数 計1377017 的中 ��� 7716（42番人気）
3連単票数 計2399338 的中 ��� 2473（189番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．7―11．9―12．0―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―24．5―36．2―48．1―1：00．1―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワントゥワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Falbrav デビュー 2015．7．25 中京1着

2013．3．21生 牝4黒鹿 母 ワンカラット 母母 バルドウィナ 11戦3勝 賞金 59，583，000円
〔制裁〕 メイショウヤマホコ号の騎手松山弘平は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・1番）

04082 2月18日 晴 稍重 （29京都2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

かしはら

橿原ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．2．20以降29．2．13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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 � ゴルゴバローズ 牡4鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden
Brook Farm 540＋ 61：10．8 2．6�

510� ゼンノサーベイヤー 牡4栗 56 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko
Osako 500－ 61：11．22� 3．5�

48 メイショウワダイコ 牡5鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 538－ 41：11．3� 13．2�
12 センターピース 牡5栗 55 C．ルメール 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482＋16 〃 ハナ 19．9�
816� エイシンラナウェー 牡6栗 55 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn

Farm, Inc. 488＋ 41：11．51	 6．5�
23 ルミナスパレード 牝6黒鹿52 和田 竜二 	サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484－10 〃 アタマ 55．9

714 ボンボンキャスト 牝5黒鹿52 浜中 俊山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 498＋ 21：11．71� 19．0�
713 メイショウツレヅレ 牝8黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 460＋ 21：11．8クビ 25．0�
611
 スズカアーサー 牡8鹿 54 横山 典弘永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 494－ 6 〃 クビ 54．7
36 ランドマーキュリー 牡7栗 54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 520－ 61：11．9� 170．4�
24 ラブミークン 牡5栗 54 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 498± 01：12．11 67．5�
815 ガ ン ジ ー 牡6栗 55 田中 学岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 510＋ 41：12．2� 19．3�

（兵庫）

612 カネトシビバーチェ 牝6鹿 54 太宰 啓介兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 456＋ 21：12．3� 26．9�
35 サニーデイズ 牡6黒鹿54 松若 風馬星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 500－ 61：12．51	 61．5�
59 ウエスタンラムール 牡5黒鹿54 川島 信二西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 464± 01：12．6� 169．3�
11 � アメリカントップ 牡4鹿 55 松山 弘平吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B528－ 81：12．81	 21．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，778，200円 複勝： 76，122，000円 枠連： 36，388，700円
馬連： 141，681，300円 馬単： 65，255，000円 ワイド： 80，690，300円
3連複： 197，598，000円 3連単： 281，099，100円 計： 925，612，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 240円 枠 連（4－5） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 180円 �� 660円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 4，600円

票 数

単勝票数 計 467782 的中 � 143888（1番人気）
複勝票数 計 761220 的中 � 209994（1番人気）� 166080（2番人気）� 53615（4番人気）
枠連票数 計 363887 的中 （4－5） 77341（1番人気）
馬連票数 計1416813 的中 �� 287876（1番人気）
馬単票数 計 652550 的中 �� 79599（1番人気）
ワイド票数 計 806903 的中 �� 151469（1番人気）�� 26550（4番人気）�� 26094（5番人気）
3連複票数 計1975980 的中 ��� 86256（2番人気）
3連単票数 計2810991 的中 ��� 44223（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―46．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴルゴバローズ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Meadowlake デビュー 2015．10．17 東京2着

2013．4．3生 牡4鹿 母 Molly Peaches 母母 Proper Dial 7戦4勝 賞金 51，426，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 タマモイレブン号
※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。



04083 2月18日 晴 稍重 （29京都2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第52回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，日本馬：53�，収得賞金1，600万円毎1�増，�：55�，GⅠ
競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

賞 品
本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 レッツゴードンキ 牝5栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 502＋101：22．5 3．0�
715 ワンスインナムーン 牝4鹿 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 438－ 81：22．81	 19．8�
36 スナッチマインド 牝6鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 4 〃 アタマ 7．8�
612 エスティタート 牝4鹿 53 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 4 〃 クビ 37．3�
48 ムーンエクスプレス 牝5鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 440＋ 41：23．01
 58．9	
818 ウインファビラス 牝4芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 460－ 8 〃 ハナ 18．6

713 ナックビーナス 牝4青鹿55 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 518－ 21：23．1	 7．5�
12 アットザシーサイド 牝4鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 450＋141：23．2クビ 4．7�
59 ペイシャフェリス 牝6鹿 54 川須 栄彦北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 460± 0 〃 クビ 213．2
816 ラインハート 牝6鹿 54 松若 風馬大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B476＋ 21：23．41
 219．2�
611 トウカイセンス 牝6鹿 54 太宰 啓介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 446± 0 〃 ハナ 197．5�
714 ウ リ ウ リ 牝7青 57 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 アタマ 42．8�
11 � トータルヒート 牝6栗 54 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 464－ 21：23．5� 158．1�
47 ダンツキャンサー 牝6黒鹿54 田中 学山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 482＋ 6 〃 アタマ 190．0�

（兵庫）

35 エテルナミノル 牝4黒鹿54 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440－ 2 〃 ハナ 25．6�
23 ベルルミエール 牝6鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 468－ 41：23．81	 50．8�
24 � アルビアーノ 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 木村 哲也 米

Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

530＋12 〃 アタマ 5．7�
817� フィドゥーシア 牝5鹿 54 武 幸四郎前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 482± 01：24．01
 49．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 121，713，600円 複勝： 173，016，400円 枠連： 76，865，200円
馬連： 431，269，700円 馬単： 168，743，300円 ワイド： 203，658，900円
3連複： 677，109，100円 3連単： 931，851，000円 計： 2，784，227，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 470円 � 210円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 480円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 33，820円

票 数

単勝票数 計1217136 的中 � 322290（1番人気）
複勝票数 計1730164 的中 � 398717（1番人気）� 71680（8番人気）� 203617（3番人気）
枠連票数 計 768652 的中 （5－7） 74361（1番人気）
馬連票数 計4312697 的中 �� 108531（12番人気）
馬単票数 計1687433 的中 �� 28123（17番人気）
ワイド票数 計2036589 的中 �� 47805（12番人気）�� 116861（3番人気）�� 25620（20番人気）
3連複票数 計6771091 的中 ��� 77977（16番人気）
3連単票数 計9318510 的中 ��� 19971（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―35．8―47．8―59．8―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．7
3 8，17，9，13（1，4，15）18（2，5，7）10（6，11）（3，14，16）－12 4 8，17，9（13，15）1（4，18，10）（2，5，7，6，11）（3，14，16）12

勝馬の
紹 介

レッツゴードンキ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．8．24 札幌1着

2012．4．6生 牝5栗 母 マ ル ト ク 母母 エリットビーナス 18戦3勝 賞金 255，192，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 レッドアヴァンセ号
※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。

04084 2月18日 曇 稍重 （29京都2）第7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）

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

47 マッシヴランナー 牡5黒鹿57 M．デムーロ小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 524± 01：51．7 2．6�
11 スランジバール 牡8鹿 57

54 ▲森 裕太朗�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476－ 61：51．8� 28．0�
611 デグニティクローズ 牡6鹿 57 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544－ 21：52．01� 19．7�
712 ウェーブキング 牡5鹿 57 松山 弘平万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 512＋ 4 〃 ハナ 12．9�
815 クールオープニング 牡6青鹿57 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋10 〃 クビ 20．6	
46 スズカウラノス 牡8鹿 57

56 ☆義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 480－ 21：52．1� 40．0

814 モルゲンロート 牡4鹿 56 松岡 正海武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 81：52．2� 41．8�
23 ニホンピロヘーゼル 牝4鹿 54 川島 信二小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 478－141：52．73 5．7�
34 プレシャスルージュ �5黒鹿57 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 470－ 4 〃 クビ 7．8
610 テイエムグンカン 牡5栗 57 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 540＋321：52．8クビ 11．2�
35 ウエスタンパレード 牡6栗 57 太宰 啓介 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 518＋ 2 〃 クビ 11．1�
59 	 ポッドジョイ 牡5栗 57 川須 栄彦小川眞査雄氏 作田 誠二 新冠 川上牧場 498＋ 61：53．01� 159．9�
22 ク ロ ー ク ス 牡4栗 56 和田 竜二 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 474－ 81：53．2
 10．6�
58 ゴーイングベル 牡7芦 57 �島 良太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 524± 01：54．47 113．3�
713 キングブレイク 牡8栗 57 田中 学阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 536＋ 61：54．61� 43．3�

（兵庫）

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，377，300円 複勝： 58，222，800円 枠連： 35，621，800円
馬連： 126，007，700円 馬単： 54，674，300円 ワイド： 68，421，100円
3連複： 170，637，400円 3連単： 232，779，100円 計： 789，741，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 450円 � 390円 枠 連（1－4） 2，970円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，000円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 13，270円 3 連 単 ��� 51，490円

票 数

単勝票数 計 433773 的中 � 131617（1番人気）
複勝票数 計 582228 的中 � 141178（1番人気）� 27316（9番人気）� 31846（8番人気）
枠連票数 計 356218 的中 （1－4） 9269（12番人気）
馬連票数 計1260077 的中 �� 28377（11番人気）
馬単票数 計 546743 的中 �� 9289（14番人気）
ワイド票数 計 684211 的中 �� 14649（12番人気）�� 18066（7番人気）�� 4778（44番人気）
3連複票数 計1706374 的中 ��� 9644（41番人気）
3連単票数 計2327791 的中 ��� 3277（150番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―12．3―12．6―12．8―12．9―12．7―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―22．8―35．1―47．7―1：00．5―1：13．4―1：26．1―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッシヴランナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．2．8 小倉4着

2012．3．13生 牡5黒鹿 母 バクシンヒロイン 母母 カズサヒロイン 25戦4勝 賞金 52，000，000円
※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。



（29京都2）第7日 2月18日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

242，990，000円
14，680，000円
1，870，000円
28，670，000円
71，644，000円
4，986，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
478，723，100円
769，271，700円
312，971，500円
1，237，078，600円
573，105，200円
689，281，800円
1，774，060，600円
2，474，281，100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 8，308，773，600円

総入場人員 16，738名 （有料入場人員 15，737名）
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