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04049 2月10日 曇 良 （30京都2）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10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

612 エ テ ル ニ テ 牝3青鹿54 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 494－ 61：55．1 4．3�
713 クリノアスコット 牝3黒鹿54 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 420＋ 41：55．52� 36．5�
12 シャンテューズ 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 438± 01：56．56 6．1�
816 ボ リ ウ ッ ド 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：56．92� 2．4�
36 メジャーシャルマン 牝3栗 54 D．バルジュー 吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434± 01：57．11� 13．0�

（伊）

510 アイスミディ 牝3栗 54 岩崎 翼村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438－ 61：57．52� 7．6�
47 タマモオテンバ 牝3栗 54 国分 恭介タマモ	 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 444＋ 21：57．6� 173．1

24 イチザティアラ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太奈良﨑孝一郎氏 柴田 光陽 新ひだか 木下牧場 468＋ 41：58．45 173．8�
48 ソ ム タ ム 牝3黒鹿54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 470－ 61：59．04 213．8�
815 ダイシンマナ 牝3栗 54 F．ミナリク大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 412－12 〃 ハナ 150．3

（独）

35 ユーステイアウェイ 牝3栗 54 四位 洋文平田 修氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 448 ―1：59．63� 31．2�
59 ダノンパンサー 牝3鹿 54 岩田 康誠	ダノックス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 82：00．23� 8．1�
611 ジューンジョイ 牝3黒鹿54 高田 潤吉川 潤氏 松下 武士 浦河 辻 牧場 412＋102：00．41� 231．1�
11 マグダレーナ 牝3鹿 54 国分 優作 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 62：00．93 109．7�
23 ファイヤードラゴン 牝3鹿 54 幸 英明鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 木田 晶範 470 ―2：03．0大差 42．7�

（ジャンポケタカオ）

（15頭）
714 ピ リ カ ク ル 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，078，900円 複勝： 29，741，100円 枠連： 15，283，300円
馬連： 17，780，800円 馬単： 9，356，700円 ワイド： 18，359，100円
3連複： 16，404，000円 3連単： 20，958，000円 計： 144，961，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 700円 � 220円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 440円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 10，850円 3 連 単 ��� 65，210円

票 数

単勝票数 差引計 170789（返還計178039） 的中 � 31283（2番人気）
複勝票数 差引計 297411（返還計1053869） 的中 � 59393（2番人気）� 8204（7番人気）� 36136（4番人気）
枠連票数 差引計 152833（返還計 3179） 的中 （6－7） 22712（3番人気）
馬連票数 差引計 177808（返還計458893） 的中 �� 2484（17番人気）
馬単票数 差引計 93567（返還計274804） 的中 �� 683（34番人気）
ワイド票数 差引計 183591（返還計266386） 的中 �� 2904（16番人気）�� 11812（4番人気）�� 1622（25番人気）
3連複票数 差引計 164040（返還計739807） 的中 ��� 1133（30番人気）
3連単票数 差引計 209580（返還計1164912） 的中 ��� 233（173番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．3―13．0―13．0―12．7―12．6―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．7―50．7―1：03．7―1：16．4―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エ テ ル ニ テ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．1．20 京都5着

2015．4．23生 牝3青鹿 母 グリーリーレイ 母母 コ ー レ イ 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔競走除外〕 ピリカクル号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンジョイ号・マグダレーナ号・ファイヤードラゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成30年3月10日まで平地競走に出走できない。
ダノンパンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モモイロトイキ号
※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。

04050 2月10日 曇 良 （30京都2）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時40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

611 ストーミーバローズ 牡3栗 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：54．5 2．3�
22 ア ル ド ー レ 牡3栗 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B492＋201：54．92� 13．4�
815 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿56 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 21：55．32� 3．0�
34 ドリームバンバン 牡3鹿 56 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 466± 01：55．94 21．3�
11 	 イ グ レ ッ ト 牝3栗 54 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. B448＋ 41：56．21
 5．1�
712 ラ イ ナ ス 牡3栗 56 古川 吉洋橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 484± 0 〃 ハナ 20．5�
46 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56 小牧 太金田 成基氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 498－101：57．37 178．2	
35 テイエムホマレボシ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桑嶋 峰雄 476－ 8 〃 ハナ 81．0

58 ホウオウウィング 牡3青鹿56 松田 大作小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 470－ 81：57．62 33．1�
59 ウォーターエルピス 牡3黒鹿56 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 524＋ 21：58．34 23．7�
713 ヴィグランドユウキ 牡3鹿 56 岩崎 翼大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか 山田牧場 508± 01：58．51 312．5
23 タガノカプリス 牡3鹿 56 柴田 未崎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B524＋ 61：59．88 138．5�
610 ブルベアカボス 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ブルアンドベア 川村 禎彦 伊達 高橋農場 436－ 22：00．86 384．9�
47 ククリナイフ 牡3黒鹿56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 444± 02：01．65 370．5�
814 イッツパーフェクト 牡3鹿 56 蛯名 正義中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 504－ 22：03．9大差 57．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，233，700円 複勝： 38，905，000円 枠連： 13，784，300円
馬連： 58，513，700円 馬単： 30，336，500円 ワイド： 38，868，100円
3連複： 81，488，300円 3連単： 106，587，500円 計： 395，717，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 260円 � 110円 枠 連（2－6） 1，790円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 730円 �� 180円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 10，160円

票 数

単勝票数 計 272337 的中 � 94293（1番人気）
複勝票数 計 389050 的中 � 89132（2番人気）� 23317（4番人気）� 115010（1番人気）
枠連票数 計 137843 的中 （2－6） 5961（6番人気）
馬連票数 計 585137 的中 �� 20093（6番人気）
馬単票数 計 303365 的中 �� 7913（8番人気）
ワイド票数 計 388681 的中 �� 11591（9番人気）�� 68708（1番人気）�� 13344（6番人気）
3連複票数 計 814883 的中 ��� 36642（4番人気）
3連単票数 計1065875 的中 ��� 7603（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．4―50．2―1：03．0―1：15．6―1：28．3―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストーミーバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Sinndar デビュー 2017．10．22 京都2着

2015．3．27生 牡3栗 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 テイエムホマレボシ号の騎手小林徹弥は，病気のため森裕太朗に変更。
〔その他〕 タガノカプリス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 ブルベアカボス号・ククリナイフ号・イッツパーフェクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成30年3月10日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 タガノカプリス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年3月10日まで出走できない。

第２回 京都競馬 第５日



04051 2月10日 曇 良 （30京都2）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10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

11 グランロックハート 牡3鹿 56 池添 謙一飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 508± 01：26．2 16．8�
24 ビッグデータ 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 426± 01：26．52 1．7�
12 ウインヒストリオン 牡3鹿 56 D．バルジュー �ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 448＋ 41：26．6� 4．6�

（伊）

48 ルクスムンディー 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 506＋ 21：26．91� 13．3�
35 パープルヒビキ 牡3栗 56 柴田 未崎中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 516＋ 41：27．32� 50．5�
59 ノーブルキッス 牝3鹿 54 畑端 省吾吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 406－ 21：27．4� 70．7	
612 サイモンバイタル 牡3鹿 56 石橋 脩澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 450＋ 21：27．71� 55．5

714 メモリーゴールデン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太橋元 幸次氏 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 464± 01：28．02 718．4�
23 リネンゴール 牝3鹿 54 幸 英明戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 434－ 21：28．63� 14．0�
510 コンファーメント 牡3鹿 56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 61：28．7� 10．2
47 ナムラセンリョウ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極奈村 信重氏 目野 哲也 日高 若林 順一 448－10 〃 クビ 469．8�
36 メイショウパルサー 牡3黒鹿56 高倉 稜松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 464＋ 21：28．8クビ 162．2�
713 ノーボーダー 牡3栗 56 北村 宏司林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 484± 01：28．9� 11．0�
816 イチザクイーン 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 454－ 61：29．22 536．4�
815 カネコメハナコヨ 牝3芦 54 松田 大作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 村上牧場 456－ 41：29．4� 298．0�
611 モスアゲート 牝3鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 422－ 2 〃 ハナ 530．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，471，800円 複勝： 112，775，900円 枠連： 17，303，000円
馬連： 74，025，800円 馬単： 40，394，300円 ワイド： 50，020，900円
3連複： 101，828，700円 3連単： 144，335，800円 計： 576，156，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 240円 � 110円 � 150円 枠 連（1－2） 300円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 460円 �� 900円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 18，640円

票 数

単勝票数 計 354718 的中 � 16887（7番人気）
複勝票数 計1127759 的中 � 38339（7番人気）� 767313（1番人気）� 85193（2番人気）
枠連票数 計 173030 的中 （1－2） 43415（1番人気）
馬連票数 計 740258 的中 �� 52276（6番人気）
馬単票数 計 403943 的中 �� 7606（12番人気）
ワイド票数 計 500209 的中 �� 26698（6番人気）�� 12435（11番人気）�� 63370（1番人気）
3連複票数 計1018287 的中 ��� 50071（4番人気）
3連単票数 計1443358 的中 ��� 5611（61番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．2―12．6―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．2―59．8―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．0
3 ・（1，2）（8，3）13，5，4－11，9（14，10）－16，12－7，6－15 4 ・（1，2）8（3，13）5，4－11，9（14，10）－12－（16，6）7，15

勝馬の
紹 介

グランロックハート �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．10．28 東京4着

2015．3．22生 牡3鹿 母 リアライズナラック 母母 Spree 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔騎手変更〕 ナムラセンリョウ号の騎手小林徹弥は，病気のため荻野極に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カワキタモダン号・スリーゴーディー号・ネリチャギ号・ハルキスター号
（非抽選馬） 3頭 エコロインパクト号・サンシャンペーン号・ダンツコンフォート号
※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。

04052 2月10日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30京都2）第5日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40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

712 ヨ カ グ ラ �5栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 490＋ 23：18．5 7．1�
11 � スズカグランデ �7栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 448－ 23：18．92� 12．2�
33 ロンギングダンサー 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 494＋ 23：19．32� 7．7�
69 クロフネフリート 牡7鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 542－ 43：19．72� 1．4�
813 トウキョウタフガイ 牡7鹿 60 小坂 忠士市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 474－ 83：20．01	 44．1	
22 ヴァルコイネン 牡7芦 60 山本 康志吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 476－ 43：21．59 11．7

45 シ ロ ク ニ �4栗 59 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 456－ 63：21．6� 22．3�
46 サンアンダーソン 牡5栗 60 上野 翔 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 556－ 83：21．81
 206．5�
34 � ワンダーオブテール 牡6黒鹿60 田村 太雅山本 能成氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 522＋ 83：22．11� 280．1
711 シゲルアミメキリン 牡4芦 59 植野 貴也森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 492＋223：22．2� 49．7�
814� アイファーイチオー 牡4栗 59 黒岩 悠中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 502＋ 43：23．15 87．5�
58 カリスマフォンテン 牝5鹿 58 草野 太郎吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 514－ 23：23．95 349．9�
610 ヴァーサトル 牡6黒鹿60 中村 将之水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 514＋143：24．54 67．6�
57 ベルウッドタマド 牡5鹿 60 金子 光希鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 490＋103：28．0大差 146．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，009，900円 複勝： 63，871，400円 枠連： 11，555，700円
馬連： 41，556，800円 馬単： 28，470，000円 ワイド： 30，385，600円
3連複： 65，057，100円 3連単： 108，678，800円 計： 372，585，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 400円 � 530円 � 480円 枠 連（1－7） 2，870円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 820円 �� 740円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 35，620円

票 数

単勝票数 計 230099 的中 � 25644（2番人気）
複勝票数 計 638714 的中 � 43345（2番人気）� 31044（5番人気）� 34735（3番人気）
枠連票数 計 115557 的中 （1－7） 3118（9番人気）
馬連票数 計 415568 的中 �� 9826（9番人気）
馬単票数 計 284700 的中 �� 3048（18番人気）
ワイド票数 計 303856 的中 �� 9558（8番人気）�� 10573（6番人気）�� 8667（9番人気）
3連複票数 計 650571 的中 ��� 8860（16番人気）
3連単票数 計1086788 的中 ��� 2212（96番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 53．0－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヨ カ グ ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．8．16 札幌3着

2013．4．30生 �5栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 障害：7戦1勝 賞金 15，300，000円
※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 アドマイヤデライト号・インテグリティー号・メイショウヒカル号・レディーフランソワ号



04053 2月10日 雨 良 （30京都2）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30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

813 パンコミード 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 520± 01：49．0 1．9�

33 レッドヴェイロン 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474± 01：49．21� 2．7�
712 ガナドゥール 牡3鹿 56 R．ムーア �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 520－ 41：50．15 5．4�

（英）

610 ア イ ガ ー 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 日の出牧場 468－ 21：50．2� 64．4�
58 リバプールタウン 牡3鹿 56 幸 英明薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 472＋ 21：50．41� 46．9	
57 ナムラドノヴァン 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 474－ 21：50．5� 50．5

814 メイショウサンアイ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476± 01：50．6� 30．2�
34 ペイシャレイナ 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 446± 0 〃 クビ 235．4�
46 マサハヤニース 牡3鹿 56 小牧 太中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 460－ 41：50．81� 12．7
69 コスモキリュウ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 21：51．86 553．1�
22 ア サ ナ ギ 牝3鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 登別 登別上水牧場 428－ 81：52．01 166．3�
711 モ ッ ポ サ ン 牡3栗 56 蛯名 正義�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 488－ 81：52．21� 399．0�
45 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿56 古川 吉洋小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 444－ 61：52．51� 368．1�
11 ビーエイジア 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 458± 01：54．110 605．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，582，300円 複勝： 68，767，800円 枠連： 17，381，400円
馬連： 82，292，000円 馬単： 45，389，400円 ワイド： 53，409，000円
3連複： 111，734，900円 3連単： 184，790，800円 計： 615，347，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（3－8） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 130円 �� 200円 �� 210円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 1，030円

票 数

単勝票数 計 515823 的中 � 213049（1番人気）
複勝票数 計 687678 的中 � 286891（1番人気）� 172319（2番人気）� 76443（3番人気）
枠連票数 計 173814 的中 （3－8） 56748（1番人気）
馬連票数 計 822920 的中 �� 256163（1番人気）
馬単票数 計 453894 的中 �� 79939（1番人気）
ワイド票数 計 534090 的中 �� 131257（1番人気）�� 57036（2番人気）�� 56086（3番人気）
3連複票数 計1117349 的中 ��� 255273（1番人気）
3連単票数 計1847908 的中 ��� 129410（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．2―12．1―13．2―12．4―12．0―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．6―48．7―1：01．9―1：14．3―1：26．3―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．7
3 13（10，3）（4，8，12）14（5，11）（7，6）（1，2）9 4 13，3（10，12）8（4，14）7，11（5，6）（2，9）＝1

勝馬の
紹 介

パンコミード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．1．28 東京4着

2015．2．2生 牡3黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビーエイジア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月10日まで平地競走

に出走できない。
※ペイシャレイナ号は，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。

04054 2月10日 雨 稍重 （30京都2）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ロンリーハート 牝3青鹿54 蛯名 正義薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 462 ―1：27．9 12．5�
11 キクノエスペルト 牡3黒鹿56 �島 良太菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 488 ―1：28．0� 46．0�
35 ア ト ス 牡3青鹿56 田中 勝春前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 440 ―1：28．21� 29．6�
714 エールエクスピレ 牡3青鹿56 D．バルジュー 佐伯由加理氏 今野 貞一 新冠 タニグチ牧場 494 ―1：28．73 7．1�

（伊）

24 レーヌアグリュム 牝3芦 54
53 ☆荻野 極桑畑 夏美氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 416 ―1：28．91� 6．5�

713 アンインジュリー 牝3栗 54 津村 明秀鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：29．11	 4．0�
48 キクノシャイン 牝3青鹿54 松田 大作菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 458 ― 〃 ハナ 63．3	
611 スズカフェスタ 牡3栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 490 ―1：29．31� 7．8

23 ファビラスヒロイン 牝3鹿 54 F．ミナリク吉田 勝利氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 408 ―1：29．5
 43．1�

（独）

12 ヤマニンフィオッコ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 454 ―1：30．45 106．6�
612 スマートフォース 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也大川 徹氏 大久保龍志 日高 本間牧場 512 ―1：30．6
 4．3
815 ソ ウ ダ チ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 424 ―1：30．81	 23．1�
816 テイエムカナロア 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 558 ― 〃 クビ 14．6�
510 ダンツスパート 牝3栗 54 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：31．11
 50．5�
47 スマートバドラス 牡3黒鹿56 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 静内山田牧場 492 ―1：32．9大差 41．2�
59 ミストレスメジャー 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太 �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 528 ―1：38．2大差 106．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，496，000円 複勝： 44，813，500円 枠連： 23，647，700円
馬連： 66，836，900円 馬単： 28，339，100円 ワイド： 45，112，300円
3連複： 88，064，200円 3連単： 96，209，500円 計： 424，519，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 380円 � 1，570円 � 800円 枠 連（1－3） 10，360円

馬 連 �� 22，260円 馬 単 �� 34，550円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 2，460円 �� 15，060円

3 連 複 ��� 143，580円 3 連 単 ��� 683，840円

票 数

単勝票数 計 314960 的中 � 20092（6番人気）
複勝票数 計 448135 的中 � 34584（6番人気）� 6981（14番人気）� 14391（9番人気）
枠連票数 計 236477 的中 （1－3） 1769（27番人気）
馬連票数 計 668369 的中 �� 2326（54番人気）
馬単票数 計 283391 的中 �� 615（94番人気）
ワイド票数 計 451123 的中 �� 2277（53番人気）�� 4803（26番人気）�� 764（104番人気）
3連複票数 計 880642 的中 ��� 460（299番人気）
3連単票数 計 962095 的中 ��� 102（1427番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．6―13．1―13．0―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―36．4―49．5―1：02．5―1：15．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンリーハート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Honour and Glory 初出走

2015．3．31生 牝3青鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ミストレスメジャー号の騎手小林徹弥は，病気のため加藤祥太に変更。
〔発走状況〕 ソウダチ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミストレスメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月10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22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 ウォーターステラ号・ウォーターナイト号・ヴォーティブ号・エイシンネメシス号・エイシンレディバグ号・

キンショーウタヒメ号・クリノヘプバーン号・クールキング号・コンコルドコンドル号・シルヴァーヌス号・
スキュータム号・ダイシンカイ号・テーオーパートナー号・トレジャーガール号・ナムラドリー号・
ビップロベルト号・ベストグローリエ号・マロンパンナ号・メイショウテツワン号・モンテルース号・ラヴノット号・
リネンスイープ号

※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。



04055 2月10日 雨 稍重 （30京都2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

22 ワタシノロザリオ 牝4青鹿54 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 446＋ 21：53．6 4．5�

44 フレグラントブレス 牝5芦 55 R．ムーア 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：53．92 4．5�
（英）

69 カーネリアン 牝4鹿 54 F．ミナリク林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：54．53� 6．8�
（独）

68 ダンツチェック 牝5鹿 55
53 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 510＋ 4 〃 アタマ 6．3�

45 ハギノセゾン 牝7青鹿55 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 496＋ 4 〃 クビ 89．6�
11 チェリーボンボン 牝4青鹿54 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 448＋ 21：54．6クビ 79．1	
33 リュミエールドール 牝4鹿 54 M．デムーロ 
社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 6 〃 同着 3．4�
56 クールデザイン 牝4鹿 54 幸 英明 
社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム B460＋121：54．81� 33．9�
57 センショウレイナ 牝5鹿 55 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 4 〃 ハナ 33．5
711 フィアマロッサ 牝4栗 54 岩田 康誠 
シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528± 01：55．75 23．6�
812	 オンザフロウ 牝5鹿 55 高倉 稜五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：56．33� 102．8�
813 エンドレスコール 牝4黒鹿 54

53 ☆荻野 極 
キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B464± 01：56．93� 13．6�

710	 スイートアリエッタ 牝5鹿 55
54 ☆加藤 祥太岩﨑 僖澄氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 440± 01：57．1
 446．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，913，900円 複勝： 59，723，600円 枠連： 18，429，500円
馬連： 82，475，400円 馬単： 35，505，000円 ワイド： 54，158，900円
3連複： 107，980，100円 3連単： 141，504，700円 計： 536，691，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 160円 � 230円 枠 連（2－4） 1，110円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 480円 �� 570円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 15，880円

票 数

単勝票数 計 369139 的中 � 65574（2番人気）
複勝票数 計 597236 的中 � 90320（4番人気）� 104358（2番人気）� 58849（5番人気）
枠連票数 計 184295 的中 （2－4） 12833（6番人気）
馬連票数 計 824754 的中 �� 51064（4番人気）
馬単票数 計 355050 的中 �� 12267（6番人気）
ワイド票数 計 541589 的中 �� 29388（6番人気）�� 24386（8番人気）�� 18596（10番人気）
3連複票数 計1079801 的中 ��� 26736（9番人気）
3連単票数 計1415047 的中 ��� 6458（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．4―49．1―1：02．3―1：15．4―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ワタシノロザリオ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Spinning World デビュー 2016．12．4 阪神16着

2014．3．13生 牝4青鹿 母 タイキロザリオ 母母 ロイヤルブライド 15戦2勝 賞金 21，725，000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。

04056 2月10日 雨 稍重 （30京都2）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

34 アテンフェスタ 牡5栗 57
56 ☆荻野 極河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B508＋ 61：25．7 7．0�

59 バ レ ー ロ 牡4黒鹿57 R．ムーア �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：26．02 2．5�
（英）

22 ピアレスピンク 牝6黒鹿 55
53 △森 裕太朗 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 500＋ 41：26．32 40．4�

46 ク ラ イ シ ス 牡5鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488± 01：26．4クビ 3．8	

713 エイシンミノアカ 牝5黒鹿55 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 450＋ 2 〃 ハナ 14．3

47 � ワンダープレジール 牡6黒鹿57 岩崎 翼山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 472－ 21：26．61� 23．5�
814 エ ル ヴ ス 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 472＋ 81：26．81� 280．5�
815 フォーティプリンス 牡4栗 57 北村 宏司ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 470－ 81：26．9	 38．4
58 オーミシューマン 牡4鹿 57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 468＋ 81：27．0クビ 11．9�
35 マコトカンパネッロ 牝6栗 55 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 456＋ 61：27．21
 109．8�
611 ロッキーバローズ 牡4鹿 57 D．バルジュー 猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 518－121：27．4	 11．1�

（伊）

11 � スーサンブルース 牡5鹿 57 国分 恭介田畑 利彦氏 石橋 守 新ひだか 片岡 博 484＋141：27．61� 13．5�
712� シゲルポインター 牡4鹿 57 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 462＋ 2 〃 クビ 195．7�
23 � ブレイジンフェザー 牡5黒鹿57 高田 潤野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム B480－151：28．13 146．5�
610 ワイルドグラス 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 B458－121：28．52
 64．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，294，600円 複勝： 58，103，000円 枠連： 20，731，800円
馬連： 90，924，700円 馬単： 38，470，100円 ワイド： 56，729，500円
3連複： 118，343，800円 3連単： 143，717，100円 計： 563，314，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 130円 � 600円 枠 連（3－5） 770円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，430円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 10，650円 3 連 単 ��� 54，580円

票 数

単勝票数 計 362946 的中 � 41403（3番人気）
複勝票数 計 581030 的中 � 73241（3番人気）� 161566（1番人気）� 16610（10番人気）
枠連票数 計 207318 的中 （3－5） 20696（2番人気）
馬連票数 計 909247 的中 �� 67495（2番人気）
馬単票数 計 384701 的中 �� 10872（6番人気）
ワイド票数 計 567295 的中 �� 35504（2番人気）�� 5664（28番人気）�� 8885（21番人気）
3連複票数 計1183438 的中 ��� 8332（37番人気）
3連単票数 計1437171 的中 ��� 1909（179番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―12．1―12．4―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．1―47．2―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アテンフェスタ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．8 小倉4着

2013．4．26生 牡5栗 母 ニューフェアリー 母母 ダーリングレディ 16戦2勝 賞金 28，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 バレーロ号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 バレーロ号は，発馬機内での駐立が不良であったことについて発走調教再審査。
※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。



04057 2月10日 雨 稍重 （30京都2）第5日 第9競走 ��
��1，600�こ ぶ し 賞

発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

814 パクスアメリカーナ 牡3芦 56 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 470± 01：35．7 4．5�
22 ケイアイノーテック 牡3鹿 56 福永 祐一亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 468－ 21：35．91� 2．1�
813 エントシャイデン 牡3芦 56 M．デムーロ前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋121：36．11� 6．9�
712 オメガラヴィサン 牡3鹿 56 R．ムーア 原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474－ 21：37．27 5．2�

（英）

11 メイショウドウドウ 牡3黒鹿56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 472＋ 81：37．51
 193．4�
69 ナンヨープランタン 牡3黒鹿56 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442± 01：37．71� 20．2	
45 シャルルマーニュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 484＋ 61：37．8クビ 10．8

34 レインボーナンバー 牡3黒鹿56 F．ミナリク �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464－ 41：38．01 54．4�

（独）

58 ロードイヒラニ 牡3青鹿56 D．バルジュー �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 6 〃 アタマ 68．5
（伊）

57 ダンツセイケイ 牡3鹿 56 古川 吉洋山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 478－ 41：38．42� 313．4�
711 メイショウダブル 牡3黒鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 488± 01：38．5� 146．0�
46 ブランモンストル 牡3芦 56 松田 大作�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 500－ 41：38．82 54．1�
610 トゥラヴェスーラ 牡3鹿 56 幸 英明吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 480＋121：39．12 71．7�
33 マイネルエメ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 61：39．3
 276．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 68，734，500円 複勝： 86，279，300円 枠連： 28，430，400円
馬連： 135，018，900円 馬単： 63，917，100円 ワイド： 77，910，100円
3連複： 178，390，200円 3連単： 279，878，700円 計： 918，559，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 110円 � 190円 枠 連（2－8） 310円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 270円 �� 580円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 687345 的中 � 120791（2番人気）
複勝票数 計 862793 的中 � 138174（3番人気）� 268686（1番人気）� 87563（5番人気）
枠連票数 計 284304 的中 （2－8） 69034（1番人気）
馬連票数 計1350189 的中 �� 202972（1番人気）
馬単票数 計 639171 的中 �� 42430（4番人気）
ワイド票数 計 779101 的中 �� 79380（2番人気）�� 30513（7番人気）�� 66390（3番人気）
3連複票数 計1783902 的中 ��� 133683（2番人気）
3連単票数 計2798787 的中 ��� 39723（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．9―12．4―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．0―45．9―58．3―1：10．6―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パクスアメリカーナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．13 新潟4着

2015．2．10生 牡3芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 4戦2勝 賞金 17，729，000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。

04058 2月10日 雨 稍重 （30京都2）第5日 第10競走 ��
��2，400�

び わ こ

琵 琶 湖 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

67 ムーヴザワールド 牡4黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 524＋ 22：30．1 3．4�
68 サトノリュウガ 牡4鹿 56 R．ムーア �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 478± 02：30．41� 3．6�

（英）

79 シ ョ パ ン 牡5黒鹿57 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482＋162：30．72 3．6�
56 サイモンラムセス 牡8鹿 57 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B454＋ 42：30．91	 76．3�
11 ケイブルグラム 牡5鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B524± 0 〃 クビ 21．2	
811 ヒ シ マ サ ル 牡4黒鹿56 四位 洋文阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 510＋162：31．0クビ 11．0

33 ファスナハト 牡5青鹿57 D．バルジュー �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 548－ 22：31．1
 41．4�

（伊）

55 オリエントワークス 牝5鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 470－ 2 〃 クビ 57．1�
710 メイショウブシン 牡8鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486± 02：31．2
 282．0
44 ララエクラテール 牡6鹿 57 F．ミナリクフジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B432± 0 〃 クビ 34．0�

（独）

812� スティルウォーター 牝5黒鹿55 横山 典弘 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 422＋142：31．62
 10．2�

22 コールストーム 牡4鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498± 02：34．0大差 11．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，567，700円 複勝： 95，654，800円 枠連： 35，149，400円
馬連： 164，473，900円 馬単： 69，453，900円 ワイド： 93，590，900円
3連複： 221，661，000円 3連単： 327，479，100円 計： 1，074，030，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（6－6） 700円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 280円 �� 240円 �� 230円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 665677 的中 � 153049（1番人気）
複勝票数 計 956548 的中 � 188501（2番人気）� 180881（3番人気）� 194624（1番人気）
枠連票数 計 351494 的中 （6－6） 38912（3番人気）
馬連票数 計1644739 的中 �� 165008（3番人気）
馬単票数 計 694539 的中 �� 37902（5番人気）
ワイド票数 計 935909 的中 �� 82550（3番人気）�� 98459（2番人気）�� 106775（1番人気）
3連複票数 計2216610 的中 ��� 266516（1番人気）
3連単票数 計3274791 的中 ��� 71772（4番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．2―13．0―13．0―12．6―12．7―12．5―12．2―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．6―36．8―49．8―1：02．8―1：15．4―1：28．1―1：40．6―1：52．8―2：05．0―2：17．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムーヴザワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．9．25 阪神1着

2014．3．9生 牡4黒鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 7戦3勝 賞金 48，449，000円
〔制裁〕 ファスナハト号の騎手D．バルジューは，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）
※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。



04059 2月10日 雨 稍重 （30京都2）第5日 第11競走 ��
��1，600�

らくよう

洛陽ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：56�，牝馬2�減，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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

33 サトノアーサー 牡4青鹿56 R．ムーア �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：36．2 3．2�
（英）

710 グァンチャーレ 牡6青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 478± 0 〃 アタマ 13．9�
812 タガノブルグ 牡7鹿 56 川田 将雅八木 秀之氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 41：36．3
 216．7�
22 アメリカズカップ 牡4黒鹿58 福永 祐一谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 アタマ 8．4�
79 ムーンクエイク �5栗 56 D．バルジュー �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504＋181：36．4� 4．9	

（伊）

56 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 56 高倉 稜瀬谷 
雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 438± 01：36．82
 7．4�
67 オートクレール 牝7栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 438－ 61：36．9� 98．6�
811 ツィンクルソード 牡7芦 56 F．ミナリク �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 496＋201：37．21� 275．2

（独）

44 レッドソロモン 牡6鹿 57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 クビ 115．3�
68 カワキタエンカ 牝4鹿 54 横山 典弘川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 468＋ 41：37．3クビ 4．5�
11 シ ュ ウ ジ 牡5鹿 58 M．デムーロ安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 504＋ 41：38．78 6．4�
55 ダイワリベラル 牡7黒鹿57 津村 明秀大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B536－ 21：40．8大差 91．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 137，332，800円 複勝： 190，099，100円 枠連： 56，714，100円
馬連： 417，102，000円 馬単： 168，477，000円 ワイド： 203，342，500円
3連複： 547，886，900円 3連単： 899，626，700円 計： 2，620，581，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 300円 � 2，760円 枠 連（3－7） 550円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 740円 �� 6，540円 �� 15，850円

3 連 複 ��� 67，590円 3 連 単 ��� 214，400円

票 数

単勝票数 計1373328 的中 � 342199（1番人気）
複勝票数 計1900991 的中 � 416608（1番人気）� 155228（7番人気）� 13074（11番人気）
枠連票数 計 567141 的中 （3－7） 79775（1番人気）
馬連票数 計4171020 的中 �� 157985（11番人気）
馬単票数 計1684770 的中 �� 41386（11番人気）
ワイド票数 計2033425 的中 �� 75268（11番人気）�� 7777（38番人気）�� 3188（52番人気）
3連複票数 計5478869 的中 ��� 6079（107番人気）
3連単票数 計8996267 的中 ��� 3042（377番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―11．7―11．8―12．3―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．6―47．3―59．1―1：11．4―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 8，11（1，2，9）10（3，5，12）7－（4，6） 4 ・（8，10）（11，2，9）1（3，7）12，4（5，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアーサー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．1生 牡4青鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 9戦3勝 賞金 91，973，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワリベラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月10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。

04060 2月10日 雨 稍重 （30京都2）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時25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

44 � ロードアルペジオ 牡5栗 57 R．ムーア �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 504－ 41：52．4 1．9�
（英）

33 プエルタデルソル 牡4栗 56
55 ☆荻野 極前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 61：53．25 43．1�
66 テイエムアンムート 牝4黒鹿54 岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 492± 01：53．3クビ 46．6�
810 キタサンコンサート 牡6芦 57 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B496＋221：53．51� 15．0�
89 メトロポリス 牡4青鹿56 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 538＋ 21：53．71� 6．3	
77 ドライバーズハイ 牡5鹿 57 M．デムーロ藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 458－ 21：53．91� 3．1

22 メイショウマトイ 牡4鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468－ 41：54．22 19．1�
55 レッドディオーサ 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 466± 01：54．73 11．2�
11 ウェーブキング 牡6鹿 57 幸 英明万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 512± 01：54．8クビ 148．6
78 ナムラライラ 牝4黒鹿54 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 472＋ 41：55．86 190．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 74，676，100円 複勝： 140，894，400円 枠連： 29，307，700円
馬連： 148，830，500円 馬単： 90，520，500円 ワイド： 91，171，100円
3連複： 195，766，900円 3連単： 468，436，000円 計： 1，239，603，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 650円 � 640円 枠 連（3－4） 3，430円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，030円 �� 6，520円

3 連 複 ��� 21，690円 3 連 単 ��� 66，780円

票 数

単勝票数 計 746761 的中 � 305603（1番人気）
複勝票数 計1408944 的中 � 773945（1番人気）� 27018（8番人気）� 27561（7番人気）
枠連票数 計 293077 的中 （3－4） 6613（10番人気）
馬連票数 計1488305 的中 �� 38188（9番人気）
馬単票数 計 905205 的中 �� 16755（13番人気）
ワイド票数 計 911711 的中 �� 22144（12番人気）�� 23244（11番人気）�� 3456（33番人気）
3連複票数 計1957669 的中 ��� 6769（40番人気）
3連単票数 計4684360 的中 ��� 5085（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―49．8―1：02．2―1：14．6―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロードアルペジオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Point Given

2013．2．6生 牡5栗 母 レディピアレス 母母 オウリエット 11戦2勝 賞金 34，794，000円
初出走 JRA

※ナムラライラ号は，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を表示している。



（30京都2）第5日 2月10日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

204，330，000円
7，780，000円
17，390，000円
1，240，000円
22，550，000円
65，239，500円
5，130，800円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
606，392，200円
989，628，900円
287，718，300円
1，379，831，400円
648，629，600円
813，058，000円
1，834，606，100円
2，922，202，700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 9，482，067，200円

総入場人員 10，984名 （有料入場人員 10，316名）
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