
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

04025 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3日 第1競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 アンフィニスター 牝3鹿 54 国分 恭介池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 524－ 61：56．5 15．5�
11 アスカリアン 牝3黒鹿54 福永 祐一上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 480－101：56．6� 3．9�
44 テイエムソレイユ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 486＋ 6 〃 ハナ 2．8�
77 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 488＋ 41：57．02� 10．9�
78 アップティルナウ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 472－ 21：57．95 30．7�
33 シゲルミズナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 506＋ 41：58．43 66．4�
55 メイショウセレーノ 牝3栗 54 高倉 稜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 480＋ 21：58．61� 5．1	
89 ウインストロベリー 牝3栗 54 松山 弘平
ウイン 宮 徹 日高 モリナガファーム 440＋ 6 〃 クビ 154．3�
66 ジ ョ ユ ウ 牝3黒鹿54 藤岡 康太藤井聡一郎氏 野中 賢二 日高 チャンピオン

ズファーム 464± 01：58．7� 37．6�
810 ブリスフルデイズ 牝3鹿 54 北村 友一 サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452＋201：59．87 4．7�
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売 得 金
単勝： 28，011，300円 複勝： 42，830，000円 枠連： 9，782，300円
馬連： 56，286，500円 馬単： 31，293，300円 ワイド： 38，927，600円
3連複： 84，592，400円 3連単： 124，639，200円 計： 416，362，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 230円 � 130円 � 120円 枠 連（1－2） 2，170円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 620円 �� 480円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 20，000円

票 数

単勝票数 計 280113 的中 � 14377（6番人気）
複勝票数 計 428300 的中 � 33977（5番人気）� 87971（2番人気）� 114100（1番人気）
枠連票数 計 97823 的中 （1－2） 3486（11番人気）
馬連票数 計 562865 的中 �� 20546（9番人気）
馬単票数 計 312933 的中 �� 3958（23番人気）
ワイド票数 計 389276 的中 �� 14527（10番人気）�� 19417（6番人気）�� 45522（1番人気）
3連複票数 計 845924 的中 ��� 31575（6番人気）
3連単票数 計1246392 的中 ��� 4517（69番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―13．6―13．4―13．2―12．7―12．9―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―38．3―51．7―1：04．9―1：17．6―1：30．5―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンフィニスター �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．1．6 京都12着

2015．4．29生 牝3鹿 母 ディープスマイル 母母 Urgent Liaison 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 シゲルミズナ号の調教師高橋康之は，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。

04026 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3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

11 キタサンタイドー 牡3黒鹿 56
55 ☆荻野 極�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 510＋ 21：55．0 1．6�
33 センスオブワンダー 牡3栗 56 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B454± 01：55．1� 7．5�
44 サンライズナイト 牡3黒鹿56 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470± 0 〃 アタマ 2．7�
77 ミトノブラック 牡3青鹿56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋ 21：56．9大差 12．0�
88 キープシークレット 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 41：57．0� 29．1�
22 キクノゼファー 牡3鹿 56 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 450－ 21：57．74 69．3	
89 スターフォース 牡3鹿 56 �島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 450－ 21：57．91	 97．2

55 テイエムユキヒョウ 牝3芦 54

51 ▲富田 暁竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 454＋101：58．96 52．4�
（8頭）

66 オースミバレル 牡3芦 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，537，900円 複勝： 87，680，900円 枠連： 8，464，500円
馬連： 42，643，700円 馬単： 33，528，400円 ワイド： 28，444，700円
3連複： 57，888，900円 3連単： 162，017，700円 計： 450，206，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－3） 740円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 170円 �� 110円 �� 210円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，680円

票 数

単勝票数 計 295379 的中 � 140657（1番人気）
複勝票数 計 876809 的中 � 527548（1番人気）� 55041（3番人気）� 201055（2番人気）
枠連票数 計 84645 的中 （1－3） 8856（2番人気）
馬連票数 計 426437 的中 �� 46877（2番人気）
馬単票数 計 335284 的中 �� 25992（3番人気）
ワイド票数 計 284447 的中 �� 34558（2番人気）�� 94922（1番人気）�� 25028（3番人気）
3連複票数 計 578889 的中 ��� 157731（1番人気）
3連単票数 計1620177 的中 ��� 69546（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．8―13．1―13．2―13．1―13．0―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．1―50．2―1：03．4―1：16．5―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタサンタイドー 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．16 中京4着

2015．4．13生 牡3黒鹿 母 スカラムーシュ 母母 プリンセスリーマ 8戦1勝 賞金 11，850，000円
〔出走取消〕 オースミバレル号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

第２回 京都競馬 第３日



04027 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3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
1：21．5

重
不良

814 モンサンフィエール 牡3栗 56 北村 友一山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 452± 01：26．1 1．9�
11 アミスターミノル 牝3栗 54 四位 洋文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 438－ 21：27．05 19．9�
611 メイショウバイタル 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 508＋ 41：27．1クビ 5．0�
815 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 国分 恭介山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 470－ 21：27．31� 30．5�
23 リンクスナナ 牝3栗 54 太宰 啓介目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 448－ 21：28．47 7．7�
34 レンブランサ 牝3栗 54 高倉 稜名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 428－ 41：28．72 63．8	
610 スマートギャツビー 牡3鹿 56 福永 祐一大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 488＋ 41：28．91� 6．2

22 タカノコウイン 牡3栗 56 古川 吉洋山口多賀司氏 昆 貢 日高 三輪牧場 528－ 21：29．0� 97．2�
35 アスールダリア 牝3栗 54 岩田 康誠安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 432＋ 21：29．1� 22．4�
712 カープギャル 牝3鹿 54 岩崎 翼西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470－ 41：29．31� 345．7
46 サウスアミューズ 牝3栗 54 �島 克駿南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 430－ 61：29．4� 66．6�
713 ブルベアノザワナ 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 446＋ 21：29．82� 296．9�
47 ファーベライト 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 472± 01：30．01� 17．7�
59 リ グ ー リ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁�日進牧場 竹内 正洋 様似 スイートフアーム 444－101：31．06 221．8�
58 ブルベアサンショウ 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 B466＋101：31．74 106．5�
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売 得 金
単勝： 28，396，900円 複勝： 59，557，500円 枠連： 18，081，400円
馬連： 62，058，000円 馬単： 34，410，700円 ワイド： 45，234，500円
3連複： 98，141，600円 3連単： 131，184，600円 計： 477，065，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 290円 � 140円 枠 連（1－8） 1，620円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 570円 �� 220円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 283969 的中 � 117604（1番人気）
複勝票数 計 595575 的中 � 291651（1番人気）� 24735（5番人気）� 78087（2番人気）
枠連票数 計 180814 的中 （1－8） 8630（6番人気）
馬連票数 計 620580 的中 �� 29338（5番人気）
馬単票数 計 344107 的中 �� 11977（7番人気）
ワイド票数 計 452345 的中 �� 18810（6番人気）�� 63090（1番人気）�� 10282（11番人気）
3連複票数 計 981416 的中 ��� 40662（4番人気）
3連単票数 計1311846 的中 ��� 11383（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．1―12．8―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―47．3―1：00．1―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンサンフィエール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．8．13 小倉3着

2015．3．10生 牡3栗 母 ネオグラティア 母母 ゼ ヤ ラ ー 6戦1勝 賞金 12，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアサンショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月3日まで平地

競走に出走できない。

04028 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25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

610 メ ー プ ル 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 500－ 41：13．1 3．5�

712 タガノプレトリア 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448＋ 4 〃 クビ 8．1�

35 � ペルペトゥオ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford
Thoroughbreds 466± 01：13．2クビ 2．4�

46 � カ ミ ノ コ 牡3青鹿 56
54 △森 裕太朗門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 462＋ 61：13．3� 14．0�
22 セパヌイール 牝3栗 54

51 ▲富田 暁レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 442－ 41：13．51	 15．0�
713 ブルベアルッコラ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 470± 01：13．6
 48．2	
59 クォーターバック 牡3黒鹿56 福永 祐一新井 康司氏 安田 隆行 新冠 ヤマタケ牧場 460＋ 61：14．45 12．0

611 ナムラストロベリー 牝3鹿 54 丹内 祐次奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 326．2�
11 ガウラミディ 牝3栗 54 岩崎 翼村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504＋ 41：14．93 92．2�
814 ラフィングマッチ 牡3栗 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 496＋181：15．11� 51．8
815 カ ク リ ョ ウ 牡3黒鹿56 幸 英明重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 482＋ 41：15．2アタマ 168．2�
23 リンシャンカイホウ 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 444± 01：15．41� 20．5�
47 スリーチェイサー 牡3鹿 56 武 豊永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472＋ 21：16．03� 22．3�
58 ドゥリアリティ 牝3鹿 54 中井 裕二平田 修氏 浜田多実雄 新冠 飛渡牧場 454＋ 6 〃 クビ 96．4�
34 ロ ン ロ ネ オ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋141：17．48 20．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，479，400円 複勝： 61，497，000円 枠連： 17，351，700円
馬連： 73，070，800円 馬単： 36，411，300円 ワイド： 54，770，500円
3連複： 107，123，700円 3連単： 127，811，600円 計： 515，516，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 160円 � 110円 枠 連（6－7） 1，480円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 510円 �� 190円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計 374794 的中 � 84841（2番人気）
複勝票数 計 614970 的中 � 123432（2番人気）� 73725（3番人気）� 181706（1番人気）
枠連票数 計 173517 的中 （6－7） 9079（6番人気）
馬連票数 計 730708 的中 �� 34112（6番人気）
馬単票数 計 364113 的中 �� 10565（7番人気）
ワイド票数 計 547705 的中 �� 23509（5番人気）�� 89324（1番人気）�� 32803（2番人気）
3連複票数 計1071237 的中 ��� 67715（1番人気）
3連単票数 計1278116 的中 ��� 10816（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―12．2―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―47．0―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．3
3 10（5，14）（2，7）－3，8，12（11，6，15）－（4，9）－13，1 4 10（2，5，14）7－3，12（11，6，8）15－9（4，13）1

勝馬の
紹 介

メ ー プ ル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．12．16 中山2着

2015．3．16生 牝3黒鹿 母 エキゾチックエレガンス 母母 Exotic Wood 3戦2勝 賞金 15，000，000円
〔その他〕 ロンロネオ号は，3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。



04029 2月3日 晴 良 （30京都2）第3日 第5競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

611 ナリタハーデス 牡3黒鹿56 松山 弘平�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 446± 01：36．9 12．1�
713 ロードマドリード 牡3鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 444－121：37．53� 2．3�
22 インターセクション 牡3栗 56 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 81：37．6� 60．9�
610 フォルシュナイト 牝3青鹿54 武 豊�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 41：37．81� 7．2�
35 ダレモカレモ 牡3栗 56 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 448± 01：37．9クビ 118．6�
815 ニホンピロヘイロー 牝3鹿 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 466± 0 〃 ハナ 43．7	
34 ボナヴィーゴ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 3．1

58 ハギノアグレッシブ 牡3栗 56 �島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B480＋ 2 〃 アタマ 306．9�
814 ミトノアミーゴ 牡3栗 56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 458＋ 61：38．0クビ 47．4�
23 パシュパティナート 牝3黒鹿54 藤岡 康太吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 クビ 11．2
46 ルールダーマ 牡3栗 56 岩田 康誠儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 470＋16 〃 アタマ 20．3�
47 ノーブルジャーニー 牝3栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 むかわ 上水牧場 430＋ 61：38．1クビ 48．1�
59 マイラティーシャ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 438－ 21：38．63 49．5�
712 ミ ヤ ビ ラ ラ 牝3黒鹿54 福永 祐一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 450－ 21：38．92 79．1�
11 コ ー ン ス ス 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 510＋ 81：39．0� 33．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，835，000円 複勝： 58，787，100円 枠連： 16，955，800円
馬連： 66，741，300円 馬単： 34，400，500円 ワイド： 51，031，900円
3連複： 97，468，200円 3連単： 124，858，800円 計： 489，078，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 280円 � 130円 � 1，060円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 610円 �� 8，090円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 22，700円 3 連 単 ��� 155，000円

票 数

単勝票数 計 388350 的中 � 25521（5番人気）
複勝票数 計 587871 的中 � 47050（5番人気）� 165667（1番人気）� 9867（13番人気）
枠連票数 計 169558 的中 （6－7） 24661（2番人気）
馬連票数 計 667413 的中 �� 36566（5番人気）
馬単票数 計 344005 的中 �� 6002（14番人気）
ワイド票数 計 510319 的中 �� 23252（6番人気）�� 1545（58番人気）�� 5945（23番人気）
3連複票数 計 974682 的中 ��� 3219（64番人気）
3連単票数 計1248588 的中 ��� 584（376番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．4―49．3―1：01．9―1：14．0―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．0
3 11，12，14（2，3）（8，15）（6，7，9）13（1，4，10）5 4 11，12（14，15）（2，3）（8，13）（6，7，9）10（1，4，5）

勝馬の
紹 介

ナリタハーデス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．1．21 中京2着

2015．4．22生 牡3黒鹿 母 オースミコスモ 母母 タイセイカグラ 2戦1勝 賞金 7，400，000円

04030 2月3日 晴 良 （30京都2）第3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

611 スズカテイオー 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 508 ―2：05．4 12．6�
713 サトノシリウス 牡3鹿 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474 ―2：05．5� 4．1�
612 ディープインラヴ 牡3鹿 56 岩田 康誠�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 472 ― 〃 クビ 4．4�
11 ミッキーチャーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介野田みづき氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 442 ―2：05．71� 3．8�
59 ジョーマキアート 牝3芦 54

53 ☆荻野 極上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 460 ―2：05．91� 18．3�
36 アレグレメンテ 牝3鹿 54 武 豊 	社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―2：06．0� 5．5

816 リンフォルツァンド 牝3鹿 54 浜中 俊 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466 ―2：06．1� 8．5�
23 ヒミノゴールド 牡3黒鹿56 �島 良太佐々木八郎氏 森田 直行 平取 原田 新治 502 ―2：06．2クビ 138．2�
35 クールリフレイン 牡3鹿 56 国分 恭介下河美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 516 ―2：06．51� 27．9�
24 ディアアルム 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太ディアレストクラブ� 沖 芳夫 浦河 ディアレスト
クラブ 452 ― 〃 アタマ 408．2�

714 デ ィ エ ル ベ 牝3黒鹿54 古川 吉洋 	社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 458 ―2：06．81� 67．1�
815 ヨキニハカラエ 牡3鹿 56 田中 健 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 502 ―2：08．07 259．5�
48 クリノザビエル 牡3黒鹿56 池添 謙一栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 422 ―2：08．1� 229．8�
12 ベルウッドショウゴ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁鈴木 照雄氏 寺島 良 新ひだか タイヘイ牧場 466 ―2：08．31� 354．4�
510 ハートランドシチー 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 444 ―2：08．51� 75．8�
47 ショウナンラーゼン 牡3栃栗56 北村 友一国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 462 ―2：08．82 148．1�
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売 得 金
単勝： 43，377，100円 複勝： 56，108，800円 枠連： 17，316，600円
馬連： 69，179，500円 馬単： 31，445，300円 ワイド： 46，717，400円
3連複： 85，757，100円 3連単： 104，807，500円 計： 454，709，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 290円 � 170円 � 170円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 890円 �� 850円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 22，080円

票 数

単勝票数 計 433771 的中 � 27524（6番人気）
複勝票数 計 561088 的中 � 42067（6番人気）� 93887（2番人気）� 90906（3番人気）
枠連票数 計 173166 的中 （6－7） 18689（2番人気）
馬連票数 計 691795 的中 �� 19751（14番人気）
馬単票数 計 314453 的中 �� 3452（28番人気）
ワイド票数 計 467174 的中 �� 12788（12番人気）�� 13479（11番人気）�� 35540（1番人気）
3連複票数 計 857571 的中 ��� 23217（10番人気）
3連単票数 計1048075 的中 ��� 3440（80番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―13．4―13．7―13．2―13．0―12．5―12．3―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．5―37．9―51．6―1：04．8―1：17．8―1：30．3―1：42．6―1：54．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカテイオー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．3．24生 牡3鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ジョーマキアート号の騎手荻野極は，4コーナーで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・6番・1番）
※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 ヴォルフガング号・タガノヒルクライム号



04031 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3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

812 メイショウギガース 牡4青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 474＋ 41：25．0 4．6�
68 � マラードザレコード 牡4青鹿57 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 478± 0 〃 クビ 3．0�
44 クリノキング 	4栗 57 福永 祐一栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B474＋ 41：25．95 6．0�
811 カ ム カ ム 牡4鹿 57 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 480＋ 21：26．22 4．4�
79 
 キングヴァラール 牡6黒鹿57 荻野 琢真阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 518＋ 41：26．3� 39．6�
55 � メダーリアフレイム 牡4鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B464＋ 21：26．4クビ 67．9�
56 
 ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57 北村 友一ライオンレースホース	 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 508＋ 21：26．61� 16．2

33 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57 島 克駿永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 502－ 41：26．7� 10．9�
710 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57 浜中 俊万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 510＋161：26．91 10．5�
11 
 タイバーカット 牡5栗 57 幸 英明水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 476＋ 61：27．22 79．4
67 �
 ボスキャットグレイ 牡5芦 57

56 ☆荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski
& Harry Patten 462－ 31：27．94 53．6�
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22 スペシャルホース 牡4黒鹿57 藤岡 佑介田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，890，900円 複勝： 52，024，200円 枠連： 18，767，500円
馬連： 72，935，200円 馬単： 33，305，200円 ワイド： 49，325，800円
3連複： 91，518，700円 3連単： 127，284，600円 計： 481，052，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（6－8） 270円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 310円 �� 490円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 358909 的中 � 61099（3番人気）
複勝票数 計 520242 的中 � 79439（3番人気）� 113563（1番人気）� 78294（4番人気）
枠連票数 計 187675 的中 （6－8） 52240（1番人気）
馬連票数 計 729352 的中 �� 74125（2番人気）
馬単票数 計 333052 的中 �� 15609（4番人気）
ワイド票数 計 493258 的中 �� 42343（2番人気）�� 23869（6番人気）�� 37419（3番人気）
3連複票数 計 915187 的中 ��� 55971（3番人気）
3連単票数 計1272846 的中 ��� 15640（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．2―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．4―47．6―1：00．1―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウギガース �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．29 京都6着

2014．4．20生 牡4青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 11戦2勝 賞金 19，220，000円
〔出走取消〕 スペシャルホース号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。

04032 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

46 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 M．デムーロ前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B506－ 21：53．4 2．2�
59 ナムラヘラクレス 牡4鹿 56 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 490－ 2 〃 クビ 17．2�
712 サウスオブボーダー 牡5鹿 57 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B458－ 61：53．82� 4．7�
58 フォレストタウン 牡4黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 510± 01：53．9クビ 10．8�
610� ヘヴントゥナイト 牡4芦 56 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 23．4�
713 アサカディスタンス 牡4鹿 56 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 466－ 21：54．32� 31．6	
11 � レッドリッジ 	5黒鹿57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 548－ 11：54．72� 107．1

23 � ファイナンス 牡4黒鹿56 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B478＋ 11：54．8クビ 74．6�
35 カフジナイサー 牡5黒鹿 57

54 ▲富田 暁加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B486－ 2 〃 クビ 12．3�
814 ビービーアヴィド 牡4黒鹿56 武 豊坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 2 〃 ハナ 8．4
34 ミヤジユウダイ 牡4鹿 56 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 540± 0 〃 ハナ 36．1�
47 � バイオレットフィズ 牝6黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 452± 01：55．11
 111．1�
815 ゴールドインゴット 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 476－ 21：55．31 23．8�
611 アスカノハヤテ 牡4鹿 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド B468－ 21：55．51� 26．8�
22 � カルトデュモンド 牡4青鹿56 松山 弘平 �社台レースホース渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 11：57．7大差 37．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，930，100円 複勝： 60，904，400円 枠連： 24，476，600円
馬連： 89，615，200円 馬単： 44，443，600円 ワイド： 64，107，500円
3連複： 122，899，000円 3連単： 166，736，500円 計： 617，112，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 290円 � 150円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 630円 �� 250円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 12，450円

票 数

単勝票数 計 439301 的中 � 158001（1番人気）
複勝票数 計 609044 的中 � 173387（1番人気）� 35957（6番人気）� 103949（2番人気）
枠連票数 計 244766 的中 （4－5） 24940（3番人気）
馬連票数 計 896152 的中 �� 40821（5番人気）
馬単票数 計 444436 的中 �� 15059（5番人気）
ワイド票数 計 641075 的中 �� 24481（5番人気）�� 78137（1番人気）�� 12941（11番人気）
3連複票数 計1228990 的中 ��� 37364（4番人気）
3連単票数 計1667365 的中 ��� 9702（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．5―12．9―13．1―12．5―12．8―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．2―49．1―1：02．2―1：14．7―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ イ ユ ー ル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2014．7．19 中京3着

2012．2．29生 牡6芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk 22戦3勝 賞金 40，900，000円



04033 2月3日 曇 良 （30京都2）第3日 第9競走 ��
��2，000�

い な り

稲 荷 特 別
発走14時25分 （芝・右）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ダノンディスタンス 牡4鹿 56 藤岡 佑介�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 526＋ 42：01．4 7．2�
11 テリトーリアル 牡4栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 42：01．71� 12．0�
89 スティッフェリオ 牡4鹿 56 武 豊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458＋162：01．91	 4．3�
810 グローブシアター 牡4黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448＋162：02．11	 3．4�
22 シンギュラリティ 牡4鹿 56 M．デムーロ吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 486－ 42：02．31	 2．6	
66 インビジブルレイズ 牡4鹿 56 松山 弘平 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 472－ 62：02．4� 12．1

33 ダブルイーグル 牡10鹿 57 太宰 啓介田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 492± 02：02．5� 222．6�
77 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿54 岩田 康誠前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 22：02．82 87．2�
55 リングオブハピネス 牝5栗 55 松若 風馬五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 472－ 42：04．410 32．4
78 ライトファンタジア 牝6栗 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464± 02：05．25 78．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，885，000円 複勝： 78，843，100円 枠連： 24，775，300円
馬連： 111，590，200円 馬単： 56，103，300円 ワイド： 64，471，200円
3連複： 145，838，100円 3連単： 261，654，400円 計： 803，160，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 250円 � 180円 枠 連（1－4） 3，570円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 820円 �� 550円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 31，100円

票 数

単勝票数 計 598850 的中 � 66416（4番人気）
複勝票数 計 788431 的中 � 95884（4番人気）� 73445（5番人気）� 127230（3番人気）
枠連票数 計 247753 的中 （1－4） 5368（10番人気）
馬連票数 計1115902 的中 �� 29321（12番人気）
馬単票数 計 561033 的中 �� 7476（23番人気）
ワイド票数 計 644712 的中 �� 19747（12番人気）�� 31170（8番人気）�� 21617（11番人気）
3連複票数 計1458381 的中 ��� 21956（18番人気）
3連単票数 計2616544 的中 ��� 6099（102番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．8―12．8―12．1―11．6―11．7―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―37．4―50．2―1：02．3―1：13．9―1：25．6―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンディスタンス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．6 京都1着

2014．1．31生 牡4鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 10戦3勝 賞金 60，685，000円
※ライトファンタジア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04034 2月3日 曇 良 （30京都2）第3日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

710 レッドサクヤ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462－ 41：35．6 3．7�
812 ノーブルカリナン 牝3黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 442－ 21：35．7� 4．4�
67 レッドランディーニ 牝3青 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442± 01：35．8	 13．9�
811 トロワゼトワル 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 460－ 41：36．01
 2．9�
79 マリアバローズ 牝3黒鹿54 岩田 康誠猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 428± 01：36．21� 64．3	
11 グ リ エ ル マ 牝3鹿 54 松若 風馬小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 460＋ 41：36．52 7．4

44 シンコーメグチャン 牝3鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 470± 01：36．6クビ 94．9�
55 ジーナスイート 牝3芦 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 412± 01：36．91	 51．6�
68 マルモマリア 牝3鹿 54 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468－ 41：37．11
 56．7
33 ダンツクレイオー 牝3鹿 54 四位 洋文山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 474－ 61：37．95 16．1�
56 サヤカチャン 牝3鹿 54 幸 英明瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 466－ 21：38．0クビ 17．5�
22 メイショウヒサカタ 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：38．85 36．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 83，115，800円 複勝： 113，446，400円 枠連： 34，144，300円
馬連： 186，688，000円 馬単： 84，815，900円 ワイド： 101，027，000円
3連複： 245，218，300円 3連単： 372，670，100円 計： 1，221，125，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 180円 � 310円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 380円 �� 800円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 11，700円

票 数

単勝票数 計 831158 的中 � 176432（2番人気）
複勝票数 計1134464 的中 � 229519（2番人気）� 165842（3番人気）� 75190（6番人気）
枠連票数 計 341443 的中 （7－8） 73794（1番人気）
馬連票数 計1866880 的中 �� 189546（3番人気）
馬単票数 計 848159 的中 �� 49031（4番人気）
ワイド票数 計1010270 的中 �� 74227（4番人気）�� 31180（9番人気）�� 23342（14番人気）
3連複票数 計2452183 的中 ��� 56796（8番人気）
3連単票数 計3726701 的中 ��� 23078（33番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―12．6―12．6―12．1―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―34．3―46．9―59．5―1：11．6―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドサクヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2017．10．29 京都1着

2015．2．11生 牝3黒鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ 4戦2勝 賞金 30，652，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 レッドランディーニ号の騎手浜中俊は，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：1番）



04035 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3日 第11競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 ナムラアラシ 牡5鹿 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 530＋ 91：57．9 9．2�
48 アングライフェン 牡6鹿 56 松若 風馬前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋181：58．22 32．6�
59 ラインルーフ 牡6栗 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 528＋ 61：58．3クビ 3．4�
510 マイネルオフィール 牡6鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B502＋ 4 〃 クビ 7．1�
714 タガノディグオ 牡4黒鹿55 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534＋ 21：58．72� 15．1�
35 	 シャイニービーム 牡6鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 462＋ 21：59．12� 15．5	
611 サンマルデューク 牡9黒鹿58 藤岡 康太相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 520＋ 61：59．2クビ 46．8

12 ヒロブレイブ 牡5鹿 56 四位 洋文石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 490± 01：59．51
 6．5�
36 カフェリュウジン 牡8鹿 56 森 裕太朗西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 544＋ 41：59．6
 37．4�
47 モンドアルジェンテ 牡6芦 56 浜中 俊 サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 526＋ 61：59．81� 35．6�
713 タムロミラクル 牡6青鹿57 M．デムーロ谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 482＋ 41：59．9
 4．7�
816 メイプルブラザー 牡4栗 55 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 470＋ 42：00．0クビ 21．8�
23 ストロングサウザー 牡7鹿 59 幸 英明村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 482± 02：00．1� 171．3�
612 サンライズホーム 牡7青鹿56 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B494－ 42：00．31 192．2�
24 メイショウイチオシ 牡7黒鹿56 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 554＋162：00．4
 366．6�
815 ドラゴンバローズ 牡6栗 57 古川 吉洋猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 504＋ 62：00．82� 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，857，000円 複勝： 144，312，000円 枠連： 93，266，600円
馬連： 316，496，000円 馬単： 117，722，000円 ワイド： 177，118，000円
3連複： 483，467，200円 3連単： 575，172，900円 計： 2，000，411，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 310円 � 820円 � 170円 枠 連（1－4） 3，610円

馬 連 �� 19，370円 馬 単 �� 31，720円

ワ イ ド �� 5，350円 �� 560円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 26，400円 3 連 単 ��� 210，280円

票 数

単勝票数 計 928570 的中 � 80729（5番人気）
複勝票数 計1443120 的中 � 114758（5番人気）� 35888（13番人気）� 292648（1番人気）
枠連票数 計 932666 的中 （1－4） 20000（13番人気）
馬連票数 計3164960 的中 �� 12661（55番人気）
馬単票数 計1177220 的中 �� 2783（98番人気）
ワイド票数 計1771180 的中 �� 8119（55番人気）�� 88105（3番人気）�� 16354（34番人気）
3連複票数 計4834672 的中 ��� 13734（89番人気）
3連単票数 計5751729 的中 ��� 1983（659番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．7―12．9―12．8―12．4―12．3―12．1―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．3―30．0―42．9―55．7―1：08．1―1：20．4―1：32．5―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラアラシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．12．26 阪神1着

2013．4．27生 牡5鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 21戦6勝 賞金 112，727，000円
［他本会外：2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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 イースターパレード号・シンゼンレンジャー号・ヒラボクプリンス号・ヤマカツライデン号・ヨヨギマック号

04036 2月3日 晴 稍重 （30京都2）第3日 第12競走 ��1，200�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，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
1：09．1
1：08．7

重
重

34 シンゼンスタチュー �5黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 502－ 21：12．9 2．7�

58 タマモコーラス 牝4黒鹿55 幸 英明タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 454＋ 4 〃 ハナ 10．2�
610 メイショウグンパイ 牡5黒鹿 57

56 ☆義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 504＋141：13．0� 37．7�
69 テーオーソルジャー 牡7栗 57 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 41：13．1� 23．0�
45 メジャーガラメキ 牝6栗 55

54 ☆小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B490－ 41：13．2	 37．9�
46 エイシンカーニバル 牡6栗 57 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 478＋ 61：13．41 7．0	
57 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 B504＋10 〃 クビ 7．8

11 サンビショップ �6栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 468＋ 21：13．5クビ 9．5�
22 タマモサザンクロス 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 452＋ 2 〃 クビ 20．9
711 エ ッ シ ャ ー �4栗 57 福永 祐一小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 490＋161：13．6クビ 5．9�
712 タッチシタイ 牡8栗 57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 494＋ 21：13．81� 89．4�
33 ダ ウ ト レ ス �7鹿 57 岡田 祥嗣�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 4 〃 ハナ 39．6�
813 メイショウユメゴゼ 牝9栃栗55 岩田 康誠松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 478－101：13．9クビ 16．5�
814 ヒカルランナー 牡9鹿 57 酒井 学安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 530－ 21：14．11
 351．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，081，100円 複勝： 81，048，500円 枠連： 37，768，000円
馬連： 161，995，600円 馬単： 64，707，000円 ワイド： 96，492，100円
3連複： 223，000，400円 3連単： 284，077，200円 計： 1，004，169，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 260円 � 670円 枠 連（3－5） 590円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，510円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 10，790円 3 連 単 ��� 35，110円

票 数

単勝票数 計 550811 的中 � 162245（1番人気）
複勝票数 計 810485 的中 � 211572（1番人気）� 73512（5番人気）� 22395（11番人気）
枠連票数 計 377680 的中 （3－5） 49013（1番人気）
馬連票数 計1619956 的中 �� 107393（2番人気）
馬単票数 計 647070 的中 �� 28021（3番人気）
ワイド票数 計 964921 的中 �� 52498（3番人気）�� 16016（17番人気）�� 6622（42番人気）
3連複票数 計2230004 的中 ��� 15494（37番人気）
3連単票数 計2840772 的中 ��� 5866（108番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．8―48．1―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンゼンスタチュー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 トーヨーレインボー デビュー 2015．10．18 京都1着

2013．4．6生 �5黒鹿 母 ジーエスレインボー 母母 ハッピーマドンナ 15戦4勝 賞金 42，750，000円
※ダウトレス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（30京都2）第3日 2月3日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 157頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

218，370，000円
5，180，000円
19，120，000円
1，200，000円
24，100，000円
64，002，000円
4，082，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
576，397，500円
897，039，900円
321，150，600円
1，309，300，000円
602，586，500円
817，668，200円
1，842，913，600円
2，562，915，100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 8，929，971，400円

総入場人員 12，521名 （有料入場人員 11，804名）
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