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04073 2月17日 曇 稍重 （30京都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

713 タッチアコード 牝3芦 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450－ 21：13．8 2．3�
24 ファステンバーグ 牝3青鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436± 01：13．9� 32．8�
36 ヒ ザ ク リ ゲ 牝3栗 54 石橋 脩手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 432± 01：14．11� 5．2�
611 マコトモンジョワ 牝3栗 54 M．デムーロ�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 468＋ 41：14．41� 6．4�
23 ヒロノオリオン 牝3鹿 54 国分 優作サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 478－ 41：15．03� 17．6	
612 テーオーパートナー 牝3栗 54 岩田 康誠小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 478 ― 〃 クビ 33．6

816 ア ス ピ シ ア 牝3芦 54 和田 竜二服部 統祥氏 松田 国英 日高 チャンピオン

ズファーム B492＋ 81：15．21� 4．1�
11 ニホンピロカラス 牝3栗 54 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 420－ 41：15．41� 369．8�
59 アイアンナッツ 牝3栗 54 幸 英明池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 404＋ 21：15．5� 194．9
510 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 佐藤 友則山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 438＋ 21：15．6クビ 501．9�

（笠松）

47 ヴィヴィアナガール 牝3芦 54
51 ▲三津谷隼人�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 478－121：15．7� 159．5�

12 エメラルキセキ 牝3青鹿54 田中 健高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 424± 0 〃 ハナ 363．0�
48 スマートパートナー 牝3栗 54 松若 風馬大川 徹氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 462＋ 61：16．33� 12．6�
815 キクノグロウ 牝3黒鹿54 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 412＋ 21：16．83 211．4�
35 セイギハカツ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434 ―1：17．33 53．1�

714 ナムラドリー 牝3芦 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 456 ―1：20．1大差 305．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，961，600円 複勝： 43，064，800円 枠連： 13，696，600円
馬連： 53，418，800円 馬単： 26，566，800円 ワイド： 36，273，800円
3連複： 73，981，600円 3連単： 88，751，700円 計： 357，715，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 530円 � 160円 枠 連（2－7） 1，030円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 280円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 29，660円

票 数

単勝票数 計 219616 的中 � 73687（1番人気）
複勝票数 計 430648 的中 � 178707（1番人気）� 10746（7番人気）� 56300（3番人気）
枠連票数 計 136966 的中 （2－7） 10235（6番人気）
馬連票数 計 534188 的中 �� 10419（12番人気）
馬単票数 計 265668 的中 �� 3795（17番人気）
ワイド票数 計 362738 的中 �� 7380（13番人気）�� 39240（2番人気）�� 4591（19番人気）
3連複票数 計 739816 的中 ��� 11247（14番人気）
3連単票数 計 887517 的中 ��� 2169（92番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．1―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．3―36．5―48．6―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タッチアコード �
�
父 Dunkirk �

�
母父 E Dubai デビュー 2018．1．13 京都2着

2015．3．17生 牝3芦 母 タッチミーベイブ 母母 Make Contact 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラドリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月17日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04074 2月17日 曇 稍重 （30京都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

22 タマモシンプロン 牡3栗 56 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 524－ 61：54．9 29．4�
610 タニオブスカイ 牡3栗 56 M．デムーロ谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 494＋ 81：55．0� 1．9�
11 ヨキニハカラエ 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 506＋ 41：55．63� 71．4�
34 グーテンターク 牡3鹿 56 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 01：56．02� 20．8�
59 コンキスタドール 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 アタマ 4．4�
35 ガ ブ リ ヨ リ 牡3栗 56 田中 学中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 492＋ 21：56．31� 114．8	

（兵庫）

712 ロイジービヴ 牡3鹿 56 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 514－ 61：57．47 21．0

23 テイエムダイアラシ 牡3青鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 434－ 41：58．35 115．8�
46 イルファルコ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太伊東 純一氏 庄野 靖志 浦河 惣田 英幸 476 ―1：58．4� 9．0�
47 メイショウランマル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 西園 正都 浦河 太陽牧場 B434－ 61：58．72 345．8
814 エスケイファースト 牡3栗 56 水口 優也�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 520± 01：58．8クビ 271．2�
611 デンコウグランデ 牡3鹿 56 佐藤 友則田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 484＋101：59．12 313．7�

（笠松）

713 アンシャンテシチー 牡3栗 56 幸 英明 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 494＋ 41：59．2� 61．0�
58 ダンツタイヨウ 牡3黒鹿56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 520± 01：59．3� 5．4�
815 インナーパワー 牡3鹿 56 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474－ 22：00．57 47．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，510，900円 複勝： 41，771，800円 枠連： 12，310，600円
馬連： 41，488，100円 馬単： 24，068，400円 ワイド： 30，068，200円
3連複： 57，787，400円 3連単： 76，138，200円 計： 308，143，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 490円 � 110円 � 1，370円 枠 連（2－6） 1，540円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 920円 �� 7，280円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 20，170円 3 連 単 ��� 126，310円

票 数

単勝票数 計 245109 的中 � 6662（7番人気）
複勝票数 計 417718 的中 � 13431（7番人気）� 189958（1番人気）� 4314（10番人気）
枠連票数 計 123106 的中 （2－6） 6156（6番人気）
馬連票数 計 414881 的中 �� 15967（7番人気）
馬単票数 計 240684 的中 �� 2537（22番人気）
ワイド票数 計 300682 的中 �� 8744（9番人気）�� 1030（45番人気）�� 3439（22番人気）
3連複票数 計 577874 的中 ��� 2148（52番人気）
3連単票数 計 761382 的中 ��� 437（297番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．9―13．2―12．8―12．8―13．2―13．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．7―49．9―1：02．7―1：15．5―1：28．7―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
2，6－（5，12）（14，15）（8，9）3，13（7，10）11－4－1
2（6，12）5（9，14）15，3，10，4（7，13，1）8，11

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

勝馬の
紹 介

タマモシンプロン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．2．4 京都11着

2015．4．1生 牡3栗 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 コンキスタドール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インナーパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月17日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 コンキスタドール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年3月17日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の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17日 曇 稍重 （30京都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

24 アカツキジョー 牡3栗 56 浜中 俊河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 494－ 61：25．0 1．8�
510 ブライトエンパイア 牡3鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438－ 21：25．63� 5．7�
48 ショウナンアンビル 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 446± 01：27．09 29．4�
714 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 506－ 21：27．1� 6．2�
713 ダンツコンフォート 牡3鹿 56 小牧 太山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 478－ 21：27．42 105．4�
59 レッドジョルト 牡3栗 56 幸 英明 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：28．14 9．7	
23 ダイチョウセブン 牡3青鹿56 国分 恭介長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 462＋121：28．84 122．7

35 ヤ マ ザ ク ラ 牝3黒鹿54 横山 典弘山住 勲氏 飯田 雄三 日高 チャンピオン

ズファーム 492－ 2 〃 クビ 20．6�
12 テイエムボンバー 牡3黒鹿56 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 480＋ 41：29．01 36．1�
36 タガノライジン 牡3鹿 56 田中 学八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 21：29．1� 32．0
（兵庫）

47 ベストグローリエ 牡3黒鹿56 岩田 康誠水谷 昌晃氏 寺島 良 様似 澤井 義一 448 ―1：29．41� 32．3�
611	 シールドロック 牡3栗 56 石橋 脩�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Co. Limited 580＋22 〃 クビ 181．4�
815 ハルキスター 牡3栗 56

53 ▲富田 暁若草クラブ 浅見 秀一 洞
湖 レイクヴィラファーム 458－ 81：29．82� 75．2�
11 カワキタモダン �3栗 56 佐藤 友則川島 吉男氏 羽月 友彦 新冠 川島牧場 420± 01：30．22� 535．4�

（笠松）

612 ジャックビーンズ 牡3栗 56 国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 21：30．62� 54．3�

816 ソルトドリーム 牝3鹿 54 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 454± 01：31．55 31．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，764，600円 複勝： 70，512，600円 枠連： 14，219，300円
馬連： 46，476，800円 馬単： 28，332，800円 ワイド： 35，379，800円
3連複： 71，582，500円 3連単： 93，569，500円 計： 384，837，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 500円 枠 連（2－5） 270円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 250円 �� 920円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 247646 的中 � 109851（1番人気）
複勝票数 計 705126 的中 � 413920（1番人気）� 66333（2番人気）� 13249（8番人気）
枠連票数 計 142193 的中 （2－5） 40699（1番人気）
馬連票数 計 464768 的中 �� 67038（2番人気）
馬単票数 計 283328 的中 �� 32826（2番人気）
ワイド票数 計 353798 的中 �� 43212（1番人気）�� 9050（10番人気）�� 4393（19番人気）
3連複票数 計 715825 的中 ��� 13127（12番人気）
3連単票数 計 935695 的中 ��� 7167（21番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．4―12．6―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．7―1：00．3―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アカツキジョー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．10．28 京都6着

2015．3．11生 牡3栗 母 スルーザシーズン 母母 ビクトリーマッハ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カワキタモダン号・ジャックビーンズ号・ソルトドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成30年3月17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。
（非抽選馬） 1頭 プロローグ号
※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。

04076 2月17日 曇 稍重 （30京都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

47 チュウワウィザード 牡3青鹿56 岩田 康誠中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480 ―1：55．1 2．0�
510 ララプリムヴェール 牝3芦 54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 526 ―1：55．63 9．6�
815 パキュートハート 牡3鹿 56 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 514 ―1：56．13 17．7�
713 イラプション �3鹿 56 高倉 稜�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 526 ―1：56．95 10．2�
611 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 横山 典弘布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 502 ―1：57．22 6．4�
12 バトルチャンプ 牡3鹿 56 小牧 太増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 井高牧場 442 ―1：57．3� 46．9	
48 ツウカイウイング 牡3鹿 56 四位 洋文木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 454 ―1：57．72� 95．6

11 ウインインペリアル 牡3栗 56 川田 将雅�ウイン 	島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 498 ―1：57．91
 6．6�
59 クールキング 牡3鹿 56 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 472 ― 〃 ハナ 73．3�
36 ヴォーティブ 牝3栗 54 幸 英明佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 522 ―1：58．11
 74．6
35 ダイシンカイ 牡3栗 56 柴田 未崎大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 544 ―1：58．41� 54．3�
23 アシャカファスト 牡3黒鹿56 古川 吉洋吉冨 学氏 大根田裕之 新冠 中地 義次 472 ―1：58．61 22．6�
24 スキュータム 牡3鹿 56 佐藤 友則 �カナヤマホール

ディングス 羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 496 ―1：59．87 25．9�
（笠松）

612 ウォーターステラ 牝3芦 54 国分 恭介山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 470 ―2：00．01
 97．9�
714 ペイシャヒカリ 牝3青鹿54 川島 信二北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 484 ―2：00．63� 91．4�
816 アマノブライアン 牡3鹿 56 	島 良太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 566 ―2：01．66 150．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，784，900円 複勝： 30，435，300円 枠連： 12，065，300円
馬連： 40，707，300円 馬単： 20，336，200円 ワイド： 28，315，400円
3連複： 51，739，000円 3連単： 60，500，800円 計： 266，884，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 220円 � 370円 枠 連（4－5） 900円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 500円 �� 830円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 12，240円

票 数

単勝票数 計 227849 的中 � 91002（1番人気）
複勝票数 計 304353 的中 � 80823（1番人気）� 31682（5番人気）� 15993（6番人気）
枠連票数 計 120653 的中 （4－5） 10314（3番人気）
馬連票数 計 407073 的中 �� 30902（3番人気）
馬単票数 計 203362 的中 �� 10125（4番人気）
ワイド票数 計 283154 的中 �� 15322（4番人気）�� 8727（8番人気）�� 4818（15番人気）
3連複票数 計 517390 的中 ��� 8904（13番人気）
3連単票数 計 605008 的中 ��� 3582（28番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．6―13．5―12．7―13．1―13．0―12．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―38．0―51．5―1：04．2―1：17．3―1：30．3―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F37．8
1
3
・（4，1）（12，15）（5，6，14，10）（2，7）13（11，16）－9（3，8）
4（1，12，10，15）（5，6，7）（2，13）（14，11）9，8，16－3

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

勝馬の
紹 介

チュウワウィザード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デュランダル 初出走

2015．4．19生 牡3青鹿 母 チュウワブロッサム 母母 オータムブリーズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマノブライアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月17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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キクノロージズ号・コパノジャッキー号・ブランクロワ号
※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。



04077 2月17日 曇 良 （30京都2）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20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

816 ロクセラーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472± 01：35．0 2．8�
510 エルカラファテ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 436－101：35．42� 6．6�
714 コンパウンダー 牡3黒鹿56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 41：35．72 27．2�
612 アングルティール 牝3黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416－ 21：36．44 14．5�
713 クナルゲニアール 牡3青鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 522± 01：36．82� 2．0	
611 ルールダーマ 牡3栗 56 幸 英明儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 466－ 4 〃 クビ 86．2

23 ダレモカレモ 牡3栗 56 古川 吉洋松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 446－ 21：36．9クビ 47．2�
47 ラ ル ー ナ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 2 〃 クビ 298．4�

48 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 392－ 41：37．0クビ 33．6
12 ウインサクヤヒメ 牝3鹿 54 高倉 稜�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 422± 01：37．21� 34．3�
24 ウインタリエンテ 牝3芦 54 松若 風馬�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 416－ 41：37．51� 107．9�
815 タガノラヴハート 牝3黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ―1：37．6� 193．3�
36 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 松田 大作スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 432± 0 〃 クビ 243．6�
59 ル プ ス 牝3青鹿54 石橋 脩中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 474－ 21：37．7� 26．5�
35 スウィートラヴァー 牝3黒鹿54 四位 洋文平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 480 ―1：38．87 185．7�
11 ユウキファイヤー 牝3栗 54 国分 優作ちきり組合 藤沢 則雄 新ひだか 高橋フアーム 412 ―1：41．0大差 299．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，549，400円 複勝： 43，035，800円 枠連： 19，448，700円
馬連： 52，916，500円 馬単： 28，404，700円 ワイド： 41，469，500円
3連複： 74，342，700円 3連単： 104，157，500円 計： 394，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 230円 � 550円 枠 連（5－8） 1，230円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，120円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 18，560円

票 数

単勝票数 計 305494 的中 � 86932（2番人気）
複勝票数 計 430358 的中 � 84655（2番人気）� 47544（3番人気）� 15915（8番人気）
枠連票数 計 194487 的中 （5－8） 12174（4番人気）
馬連票数 計 529165 的中 �� 33870（3番人気）
馬単票数 計 284047 的中 �� 10394（5番人気）
ワイド票数 計 414695 的中 �� 22671（3番人気）�� 9304（12番人気）�� 6638（16番人気）
3連複票数 計 743427 的中 ��� 10454（14番人気）
3連単票数 計1041575 的中 ��� 4067（48番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．4―11．8―11．7―12．0―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―34．9―46．7―58．4―1：10．4―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロクセラーナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．1．21 中山2着

2015．2．6生 牝3鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウキファイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月17日まで平地

競走に出走できない。

04078 2月17日 曇 良 （30京都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

57 デルニエオール 牝3栗 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412＋ 21：24．5 8．0�

711 リバティハイツ 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 450± 01：24．6� 2．2�
33 プ リ ュ ス 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430－ 61：24．7� 5．2�
45 グ リ エ ル マ 牝3鹿 54 小牧 太小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 460± 01：24．91� 5．5�
812 ケ ワ ロ ス 牝3鹿 54 石橋 脩山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 430＋ 81：25．0� 38．4	
22 ミトノレインボー 牝3鹿 54 和田 竜二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 464－ 2 〃 クビ 7．2

813 プロディジー 牝3鹿 54 古川 吉洋飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 452± 01：25．42� 41．7�
69 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：25．61 24．5�
56 グロリアフライト 牝3青鹿54 国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 416－ 8 〃 クビ 37．3
710 ペプチドプラム 牝3黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 436＋ 41：25．7� 80．4�
68 � セイヴァーベナ 牝3栗 54 田中 学金田 成基氏 盛本 信春 日高 新井 昭二 408－ 81：25．8クビ 455．1�

（兵庫） （兵庫）

44 セパヌイール 牝3栗 54 松若 風馬レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 444＋ 21：25．9� 24．6�
11 � バレンティーノ 牝3鹿 54 佐藤 友則吉田 勝利氏 尾島 徹 新冠 須崎牧場 406－ 1 〃 ハナ 138．4�

（笠松） （笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，488，000円 複勝： 46，583，700円 枠連： 12，644，100円
馬連： 58，585，200円 馬単： 28，698，200円 ワイド： 40，323，300円
3連複： 77，918，200円 3連単： 105，667，200円 計： 402，907，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 130円 � 180円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 380円 �� 610円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 9，200円

票 数

単勝票数 計 324880 的中 � 32160（5番人気）
複勝票数 計 465837 的中 � 55829（5番人気）� 115637（1番人気）� 61949（3番人気）
枠連票数 計 126441 的中 （5－7） 13992（2番人気）
馬連票数 計 585852 的中 �� 44705（4番人気）
馬単票数 計 286982 的中 �� 9285（8番人気）
ワイド票数 計 403233 的中 �� 27302（4番人気）�� 15657（8番人気）�� 32145（2番人気）
3連複票数 計 779182 的中 ��� 37402（5番人気）
3連単票数 計1056672 的中 ��� 8320（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．1―36．8―49．5―1：01．7―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルニエオール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．9．10 阪神1着

2015．3．4生 牝3栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 3戦2勝 賞金 15，700，000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。



04079 2月17日 晴 稍重 （30京都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

810 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 492＋ 21：52．9 5．5�
78 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 古川 吉洋國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B506－12 〃 クビ 14．5�
22 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± 01：53．85 4．6�
811 ヒルノアトラーニ 牡4青鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 520－ 2 〃 ハナ 4．2�
67 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� 12．1�
79 ウォーターレスター 牡5黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 532＋ 21：54．0� 14．9	
44 ウォーターシャウト 牡5青鹿57 M．デムーロ山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 B492－ 61：54．95 3．4

11 アンタガシャチョウ 牡4黒鹿56 浜中 俊 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 526± 01：55．0� 32．9�
55 テイエムハヤブサ 牡5青鹿 57

56 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 駿河牧場 472－ 21：55．21 241．5�
33 サンウィノナ 牝6鹿 55 川島 信二 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 B474－ 6 〃 クビ 120．6
66 ジョースターライト 牡5青鹿57 国分 優作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B468－ 41：55．62� 15．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，164，100円 複勝： 45，008，800円 枠連： 15，831，100円
馬連： 56，629，100円 馬単： 26，643，200円 ワイド： 39，892，400円
3連複： 73，051，200円 3連単： 97，332，000円 計： 385，551，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 390円 � 170円 枠 連（7－8） 770円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 440円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 28，230円

票 数

単勝票数 計 311641 的中 � 45271（4番人気）
複勝票数 計 450088 的中 � 56425（4番人気）� 24304（8番人気）� 81859（3番人気）
枠連票数 計 158311 的中 （7－8） 15848（3番人気）
馬連票数 計 566291 的中 �� 12654（18番人気）
馬単票数 計 266432 的中 �� 3388（26番人気）
ワイド票数 計 398924 的中 �� 9821（15番人気）�� 25220（4番人気）�� 8947（19番人気）
3連複票数 計 730512 的中 ��� 9421（27番人気）
3連単票数 計 973320 的中 ��� 2499（115番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―13．1―12．6―12．4―12．0―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．6―50．2―1：02．6―1：14．6―1：26．9―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラヘラクレス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．12．17 阪神6着

2014．5．6生 牡4鹿 母 ナムラカエデジョウ 母母 サクラマツリ 14戦1勝 賞金 15，000，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ナムラヘラクレス号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

04080 2月17日 晴 稍重 （30京都2）第7日 第8競走 ��
��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

55 ビッグアイランド 牡4鹿 56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 518＋ 41：59．9 1．9�
89 メイショウテムズ 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 502－ 2 〃 アタマ 3．5�
88 � タ ピ ゾ ー 牡4芦 56 和田 竜二大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford 498－ 42：00．0	 8．8�
33 
 タ イ マ ツ リ 牡7黒鹿57 岩田 康誠浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 42：00．42	 15．8�
44 メイショウホウトウ 牡7青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 506＋ 62：00．93 31．3�
22 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿 56

53 ▲富田 暁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 490＋ 2 〃 アタマ 11．4�
11 マイネルボルソー 牡7鹿 57 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 482＋ 42：01．0クビ 104．2

66 タガノアンピール 牡4黒鹿56 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 550－ 42：01．42	 6．5�
77 
 レオクイック 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 452－ 62：02．99 302．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 29，668，900円 複勝： 32，158，900円 枠連： 12，740，800円
馬連： 54，136，100円 馬単： 29，725，400円 ワイド： 31，789，600円
3連複： 65，595，900円 3連単： 125，289，800円 計： 381，105，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 350円 �� 410円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 296689 的中 � 120397（1番人気）
複勝票数 計 321589 的中 � 123427（1番人気）� 58559（2番人気）� 28505（4番人気）
枠連票数 計 127408 的中 （5－8） 35201（1番人気）
馬連票数 計 541361 的中 �� 118389（1番人気）
馬単票数 計 297254 的中 �� 38366（1番人気）
ワイド票数 計 317896 的中 �� 54781（1番人気）�� 20670（5番人気）�� 17462（7番人気）
3連複票数 計 655959 的中 ��� 55868（2番人気）
3連単票数 計1252898 的中 ��� 31450（4番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．2―13．0―12．9―13．1―12．5―12．4―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．4―43．4―56．3―1：09．4―1：21．9―1：34．3―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビッグアイランド 
�
父 カ ネ ヒ キ リ 

�
母父 サニーブライアン デビュー 2017．7．8 中京12着

2014．5．26生 牡4鹿 母 ブ ル ー ア イ 母母 ドリーミーアイ 7戦3勝 賞金 27，300，000円



04081 2月17日 晴 良 （30京都2）第7日 第9競走 ��
��1，800�つ ば き 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

56 ユーキャンスマイル 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋101：49．0 4．4�

79 ダークナイトムーン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 4 〃 クビ 7．7�

33 シルヴァンシャー 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470± 01：49．1� 3．8�
44 コスモインザハート 牡3鹿 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 482＋ 61：49．52� 7．3�
812 リシュブール 牡3鹿 56 川田 将雅窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：49．6� 2．7	
67 ウォーターパルフェ 牡3鹿 56 池添 謙一山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 474－ 41：49．7クビ 40．1

11 ニホンピロタイド 牡3青鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 484± 0 〃 クビ 96．5�
22 サダムラピュタ 牡3黒鹿56 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 472＋ 61：50．23 99．0�
55 シースプラッシュ 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 498＋ 41：50．3� 16．4
811	 スリルトサスペンス 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 422－ 51：51．57 444．3�

（笠松） （笠松）

68 
 マコトハインケル 牡3芦 56 石橋 脩�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 490－ 11：52．13� 248．0�
710 グランデミノル 牝3鹿 54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 478－ 21：52．52� 54．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，605，600円 複勝： 62，439，900円 枠連： 17，143，300円
馬連： 97，765，400円 馬単： 46，347，100円 ワイド： 52，156，500円
3連複： 121，907，500円 3連単： 195，079，000円 計： 642，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 180円 � 160円 枠 連（5－7） 1，030円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 470円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 496056 的中 � 89169（3番人気）
複勝票数 計 624399 的中 � 110437（2番人気）� 80350（4番人気）� 106491（3番人気）
枠連票数 計 171433 的中 （5－7） 12885（6番人気）
馬連票数 計 977654 的中 �� 53746（7番人気）
馬単票数 計 463471 的中 �� 14298（11番人気）
ワイド票数 計 521565 的中 �� 27579（7番人気）�� 41082（3番人気）�� 29630（6番人気）
3連複票数 計1219075 的中 ��� 59436（5番人気）
3連単票数 計1950790 的中 ��� 17214（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．2―47．3―59．9―1：12．3―1：24．8―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユーキャンスマイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．3生 牡3鹿 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 4戦2勝 賞金 20，073，000円
〔発走状況〕 シースプラッシュ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

04082 2月17日 曇 稍重 （30京都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，29．2．18以降30．2．13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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

58 � マテラスカイ 牡4栗 54 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 518＋ 21：11．0 5．8�

34 � ジープルメリア 牝5黒鹿54 幸 英明 �キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

460± 01：11．85 26．2�
22 シンゼンスタチュー �5黒鹿54 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 500－ 21：11．9クビ 9．4�
47 シゲルコング 牡4鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 増本 良孝 500－161：12．22 19．8�
46 スマートレイチェル 牝4黒鹿52 松若 風馬大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 482－ 21：12．3	 19．1�
610 グラッブユアコート 牝6鹿 52 荻野 極�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 アタマ 21．5	
23 プレシャスエース 牡5鹿 54 横山 典弘鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 2 〃 ハナ 72．9

35 リッパーザウィン 牡6栗 54 佐藤 友則�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 520＋ 41：12．51
 27．6�
（笠松）

814� ゴルゴバローズ 牡5鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden
Brook Farm 538＋ 21：12．6	 1．9�

712 コパノリスボン 牡5栗 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 512＋ 2 〃 アタマ 21．2
59 サーティグランド 牡6鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 506－ 41：12．81 19．4�
713 メイショウワダイコ 牡6鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 542＋ 21：13．01
 36．6�
611 ジャコカッテ 牡7栗 52 田中 健晴間 芳次氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 510－ 8 〃 ハナ 296．8�
11 ス ミ レ 牝5鹿 54 浜中 俊林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：13．2� 15．0�
815 モズワッショイ 牝5黒鹿52 �島 良太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 434＋161：13．62	 45．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，570，700円 複勝： 89，723，600円 枠連： 31，431，400円
馬連： 148，108，000円 馬単： 68，474，600円 ワイド： 90，187，900円
3連複： 209，129，500円 3連単： 282，060，900円 計： 968，686，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 270円 � 700円 � 330円 枠 連（3－5） 2，760円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 17，250円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 940円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 20，070円 3 連 単 ��� 101，430円

票 数

単勝票数 計 495707 的中 � 68034（2番人気）
複勝票数 計 897236 的中 � 97763（2番人気）� 29830（10番人気）� 72233（3番人気）
枠連票数 計 314314 的中 （3－5） 8800（10番人気）
馬連票数 計1481080 的中 �� 12748（27番人気）
馬単票数 計 684746 的中 �� 2977（49番人気）
ワイド票数 計 901879 的中 �� 8251（31番人気）�� 25534（8番人気）�� 7926（34番人気）
3連複票数 計2091295 的中 ��� 7815（70番人気）
3連単票数 計2820609 的中 ��� 2016（312番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．9―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．7―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 8（4，13）14（6，15）12（3，10）－（5，7）（1，11）（2，9） 4 8（4，13）（6，15，14）（3，12）（10，7）5（1，11）（2，9）

勝馬の
紹 介

�マテラスカイ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Rahy デビュー 2016．9．24 阪神2着

2014．3．18生 牡4栗 母 Mostaqeleh 母母 Istiqlal 16戦4勝 賞金 58，764，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。



04083 2月17日 晴 良 （30京都2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第53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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

68 ミスパンテール 牝4鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 506＋ 61：23．0 3．1�
710 デアレガーロ 牝4鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：23．1	 5．2�
812 エスティタート 牝5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± 0 〃 クビ 10．7�
811 エンジェルフェイス 牝5黒鹿54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 510－ 21：23．2クビ 22．7�
22 ワンスインナムーン 牝5鹿 55 石橋 脩 �いとはんホール

ディングス 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 448＋131：23．41	 5．1	
55 ヴゼットジョリー 牝4黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 472＋ 21：23．61
 20．6

44 ミ ス エ ル テ 牝4鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 アタマ 12．1�
11 オーヴィレール 牝5芦 53 四位 洋文下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 482－ 21：23．81
 20．3
79 タマモブリリアン 牝5黒鹿54 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 478＋ 21：23．9	 160．5�
67 サ ザ ナ ミ 牝6鹿 54 浜中 俊 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 418－ 81：24．32	 58．8�
33 ソルヴェイグ 牝5栗 55 M．デムーロ�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋101：24．51
 5．0�
56 ア リ ン ナ 牝4鹿 54 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B428＋201：25．13	 152．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 126，425，200円 複勝： 162，278，300円 枠連： 54，377，400円
馬連： 420，693，900円 馬単： 160，222，900円 ワイド： 196，714，900円
3連複： 589，853，300円 3連単： 879，166，600円 計： 2，589，732，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 180円 � 250円 枠 連（6－7） 820円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 370円 �� 660円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 計1264252 的中 � 319221（1番人気）
複勝票数 計1622783 的中 � 371371（1番人気）� 223063（3番人気）� 133935（5番人気）
枠連票数 計 543774 的中 （6－7） 51090（1番人気）
馬連票数 計4206939 的中 �� 377952（1番人気）
馬単票数 計1602229 的中 �� 75797（3番人気）
ワイド票数 計1967149 的中 �� 146590（2番人気）�� 75098（7番人気）�� 48674（14番人気）
3連複票数 計5898533 的中 ��� 150983（7番人気）
3連単票数 計8791666 的中 ��� 62090（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―36．1―48．3―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4F46．9―3F34．7
3 ・（2，3）6，5，11（9，8）（1，12）10（7，4） 4 ・（2，3）6（5，11）（9，1，8）12（7，10，4）

勝馬の
紹 介

ミスパンテール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．30 札幌1着

2014．2．21生 牝4鹿 母 エールドクラージュ 母母 ジョウノマチエール 8戦4勝 賞金 112，558，000円

04084 2月17日 晴 稍重 （30京都2）第7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

24 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 57 浜中 俊吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 61：12．6 3．2�
713� サウンドジャンゴ 牡6鹿 57 M．デムーロ増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B528＋ 4 〃 クビ 7．2�
816 エネルムサシ 牡5鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 514± 01：12．7クビ 5．5�
59 スターカットダイヤ 牡4栗 57 松若 風馬小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 458＋ 41：12．8	 15．0�
23 
 ゼットマックイーン 牡5鹿 57 水口 優也�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 454－ 21：12．9	 46．6�
11 ア レ ッ ト �7青 57 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－10 〃 クビ 44．2	
714 ロマンチスト 牡5栗 57 古川 吉洋窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 534± 01：13．0クビ 17．0

510
 ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：13．32 45．2�
35 ジャストザヨコハマ 牡6栗 57 �島 良太ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 518＋ 21：13．61 88．9
12 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 500－ 4 〃 アタマ 27．7�
48 � テ ン モ ー ス 牝4鹿 55 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 444－101：13．91 2．7�
815� アヴェーヌモン 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 542＋ 21：14．11� 113．5�

612 トルシュローズ 牝5栗 55 太宰 啓介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 466＋ 81：14．2クビ 135．3�
36 カ メ ッ ト 牡7栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 456－101：15．68 173．5�
611 ユキノカトレア 牝6鹿 55 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 500＋161：16．23	 288．0�

（15頭）
47 シルバードリーム 牝5栃栗 55

52 ▲富田 暁南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 470－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，472，800円 複勝： 60，772，700円 枠連： 32，133，000円
馬連： 112，919，700円 馬単： 48，377，500円 ワイド： 66，687，400円
3連複： 138，457，500円 3連単： 190，189，600円 計： 698，010，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 230円 � 210円 枠 連（2－7） 1，200円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 570円 �� 550円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 13，750円

票 数

単勝票数 差引計 484728（返還計 21107） 的中 � 118186（2番人気）
複勝票数 差引計 607727（返還計 36353） 的中 � 126543（2番人気）� 61909（4番人気）� 70618（3番人気）
枠連票数 差引計 321330（返還計 10593） 的中 （2－7） 20673（5番人気）
馬連票数 差引計1129197（返還計155646） 的中 �� 60898（5番人気）
馬単票数 差引計 483775（返還計 66722） 的中 �� 14433（7番人気）
ワイド票数 差引計 666874（返還計104661） 的中 �� 30722（5番人気）�� 31449（4番人気）�� 17457（9番人気）
3連複票数 差引計1384575（返還計382058） 的中 ��� 35275（6番人気）
3連単票数 差引計1901896（返還計503834） 的中 ��� 10027（33番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―12．2―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―34．8―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー ド ラ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．6．18 阪神4着

2014．5．7生 牡4鹿 母 ハイジトウショウ 母母 ターナートウショウ 13戦3勝 賞金 44，756，000円
〔競走除外〕 シルバードリーム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔左前球節部挫創〕を発症したため競走除

外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ブロンズテーラー号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シルバードリーム号は，平成30年2月18日から平成30年3月19日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オンリーワンスター号・メイショウタラチネ号
（非抽選馬） 4頭 エイシンカーニバル号・グランドポピー号・ペプチドアルマ号・メイショウオルソ号



（30京都2）第7日 2月17日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

239，090，000円
18，110，000円
1，470，000円
28，250，000円
64，251，000円
4，520，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
491，966，700円
727，786，200円
248，041，600円
1，183，844，900円
536，197，800円
689，258，700円
1，605，346，300円
2，297，902，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，780，345，000円

総入場人員 15，293名 （有料入場人員 14，381名）
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