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04073 2月16日 曇 良 （31京都2）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10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
1：47．8
1：47．8

重
重

56 メイショウイフウ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 514＋121：55．9 2．4�
22 ダノングリスター 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B498＋ 21：56．0� 3．0�
57 セ オ リ ー 牡3青鹿56 福永 祐一藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 488＋ 41：56．74 13．1�
33 ラストクリーガー 牡3鹿 56 佐藤 友則辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 村田牧場 458＋10 〃 クビ 149．1�

（笠松）

710 キャンディスイート 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 444－ 61：56．91� 10．4�
813 アルテヴェルト 牡3栗 56 C．ルメール 	サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：57．11� 4．5

711 ダンツアタッカー 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 富田 恭司 496＋101：57．52� 20．7�
69 ヒルノベルゲン 牡3青鹿56 太宰 啓介�ヒルノ 北出 成人 新冠 中地 義次 478± 01：57．81� 64．2�
45 ビービーソウル 牡3鹿 56 川須 栄彦	坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 504－ 81：58．22� 272．3
812 カフジロッソ 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 512＋ 41：58．41 32．3�
44 プラピルーン 牡3鹿 56 水口 優也田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 446± 01：58．82� 205．8�
68 カラスミヤビ 牝3黒鹿54 荻野 極飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：59．22� 97．5�
11 ケープリーガル 牝3鹿 54 森 一馬山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 水上 習孝 466± 01：59．41 160．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，394，400円 複勝： 35，988，900円 枠連： 10，852，800円
馬連： 45，171，800円 馬単： 24，453，700円 ワイド： 30，822，500円
3連複： 65，659，500円 3連単： 99，664，200円 計： 338，007，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 210円 枠 連（2－5） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 170円 �� 490円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 253944 的中 � 81438（1番人気）
複勝票数 計 359889 的中 � 138356（1番人気）� 74785（2番人気）� 24949（5番人気）
枠連票数 計 108528 的中 （2－5） 26086（1番人気）
馬連票数 計 451718 的中 �� 101593（1番人気）
馬単票数 計 244537 的中 �� 30088（1番人気）
ワイド票数 計 308225 的中 �� 60971（1番人気）�� 13686（6番人気）�� 11149（9番人気）
3連複票数 計 656595 的中 ��� 39256（3番人気）
3連単票数 計 996642 的中 ��� 19755（7番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―13．4―13．6―13．5―13．0―12．5―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―37．0―50．6―1：04．1―1：17．1―1：29．6―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウイフウ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．10．28 京都8着

2016．5．14生 牡3黒鹿 母 ダンシングハピネス 母母 メイショウサチカゼ 8戦1勝 賞金 9，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ケープリーガル号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月16日まで平地競走に出走で

きない。
※出走取消馬 ルチーフェロ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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16日 曇 良 （31京都2）第7日 第2競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

610 シャドウハンター 牡3栗 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 536＋ 21：12．8 1．4�
34 オーサムラン 牝3黒鹿54 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 426－121：14．39 26．4�
33 セイドアモール 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 472＋ 21：14．72� 10．4�

58 メイショウハヤナリ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 474－ 21：15．44 11．3�
712 スズカモンド 牡3栗 56 佐藤 友則永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 452± 01：15．5� 26．9�

（笠松）

45 モズナリマツ 牡3鹿 56 小坂 忠士 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 谷川牧場 504± 01：15．6� 164．9	
711 グレートリープ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 532－ 21：15．7クビ 36．9

57 レルシュタープ 牡3黒鹿56 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 0 〃 アタマ 5．1�
69 ゼロドライブ 牡3栗 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 日高 大矢牧場 418－ 4 〃 アタマ 263．8�
813 ワンダークラッシー 牡3鹿 56 酒井 学山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 480 ―1：16．65 24．4
814 スパローリズム 牝3鹿 54 国分 恭介吉田 勝利氏 天間 昭一 新ひだか キヨタケ牧場 440± 01：16．7クビ 285．9�
46 ブリリアントモア 牝3鹿 54 国分 優作冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454－ 41：17．33� 368．0�
22 ラ ビ リ ン ス 牝3栗 54 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 新ひだか 酒井 秀紀 436－ 21：19．0大差 251．3�
11 シゲルネコメイシ 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星森中 蕃氏 千田 輝彦 日高 スウィング
フィールド牧場 480 ―1：24．2大差 46．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，874，700円 複勝： 94，706，700円 枠連： 12，102，900円
馬連： 41，681，900円 馬単： 29，486，400円 ワイド： 31，071，100円
3連複： 59，830，500円 3連単： 110，904，600円 計： 403，658，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 320円 � 180円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 560円 �� 300円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 238747 的中 � 130958（1番人気）
複勝票数 計 947067 的中 � 717865（1番人気）� 18145（5番人気）� 41350（3番人気）
枠連票数 計 121029 的中 （3－6） 20114（2番人気）
馬連票数 計 416819 的中 �� 24230（5番人気）
馬単票数 計 294864 的中 �� 14989（5番人気）
ワイド票数 計 310711 的中 �� 14002（6番人気）�� 30263（2番人気）�� 4727（14番人気）
3連複票数 計 598305 的中 ��� 19305（8番人気）
3連単票数 計1109046 的中 ��� 11279（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．1―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．9―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウハンター �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．9．9 中山10着

2016．2．9生 牡3栗 母 ユーワパンドラ 母母 リーガルウェイズ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリリアントモア号・ラビリンス号・シゲルネコメイシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成31年3月16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。

第２回 京都競馬 第７日



04075 2月16日 曇 良 （31京都2）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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
1：47．8
1：47．8

重
重

23 テーオーキャンディ 牝3黒鹿54 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 424 ―1：55．6 100．3�
48 タガノハツコイ 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474 ―1：57．210 16．9�
12 ジュンサロベツ 牝3黒鹿54 松山 弘平河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488 ―1：57．3� 6．7�
35 エターナルディーバ 牝3栗 54 �島 良太 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 434 ―1：57．72	 25．3�
714 アドマイヤジョイ 牝3芦 54 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504 ―1：57．91 5．4�
47 ラッキーグラン 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 456 ―1：58．11
 14．1	
59 ナムラシンゲキ 牡3黒鹿56 熊沢 重文奈村 信重氏 中村 均 浦河 木村牧場 538 ―1：58．31
 67．5

815 スズカミュージック 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 448 ― 〃 クビ 138．1�
611 シゲルヒラコー 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新冠 カミイスタット 460 ―1：58．51 51．9�
713 ブリエスフェール 牡3鹿 56 佐藤 友則ライオンレースホース 池上 昌和 浦河 浦河日成牧場 510 ―1：58．6� 202．7�

（笠松）

24 ニホンピロマーサ 牝3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462 ―1：59．02	 59．4�
510� シブヤクロッシング 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星W．ギャロー氏 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

554 ―1：59．1	 28．6�
36 ダノンサザン 牡3栗 56 福永 祐一ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 508 ―1：59．2クビ 5．1�
11 ル ナ ー ル 牡3青鹿56 高倉 稜槙 和美氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 466 ―2：00．810 8．3�
816 クリノベイクイーン 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁栗本 博晴氏 田所 秀孝 新冠 大栄牧場 474 ―2：02．39 168．5�
612� カタールパール 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 英 Hall Of Fame

Stud Ltd. 482 ―2：04．1大差 3．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，944，000円 複勝： 31，128，000円 枠連： 13，786，800円
馬連： 42，516，700円 馬単： 20，615，600円 ワイド： 30，794，100円
3連複： 59，351，200円 3連単： 64，481，400円 計： 287，617，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，030円 複 勝 � 2，370円 � 540円 � 260円 枠 連（2－4） 8，630円

馬 連 �� 84，480円 馬 単 �� 97，850円

ワ イ ド �� 15，070円 �� 6，980円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 107，000円 3 連 単 ��� 882，050円

票 数

単勝票数 計 249440 的中 � 1988（13番人気）
複勝票数 計 311280 的中 � 2970（13番人気）� 14768（7番人気）� 37604（4番人気）
枠連票数 計 137868 的中 （2－4） 1237（22番人気）
馬連票数 計 425167 的中 �� 390（87番人気）
馬単票数 計 206156 的中 �� 158（137番人気）
ワイド票数 計 307941 的中 �� 517（78番人気）�� 1122（51番人気）�� 6127（14番人気）
3連複票数 計 593512 的中 ��� 416（192番人気）
3連単票数 計 644814 的中 ��� 53（1330番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．4―13．6―13．1―13．0―12．9―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．8―51．4―1：04．5―1：17．5―1：30．4―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーキャンディ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．3．20生 牝3黒鹿 母 キャンディーストア 母母 フサイチハッスル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 カタールパール号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノベイクイーン号・カタールパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

3月16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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 オリエンタルハート号・ガルラバン号・カークソング号・キタサンアメジスト号・コスモエトランジュ号・

サンレイブランコ号・ヒダワールド号・プリティドール号・マリター号・メイデンボヤージュ号
※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16日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （31京都2）第7日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30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

33 ノーブルサンズ 牝6栗 58 江田 勇亮吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 464－ 83：17．1 12．3�

34 ゲネラルプローベ 牡7鹿 60 難波 剛健前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 498± 03：17．95 3．6�
22 シゲルサツマイモ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 504＋363：18．11� 5．4�
46 アルマシャール 牡5鹿 60 平沢 健治コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 512＋ 23：19．16 7．6�
57 ロードアルバータ �5青鹿60 白浜 雄造 �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 458＋ 23：19．84 4．0�
45 ロジャージーニアス �4鹿 59 石神 深一武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 464－ 43：22．4大差 7．5	
58 � ストレイライトラン 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 494＋ 63：23．35 41．9

610 カ ム イ 牡6鹿 60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 482＋ 83：24．25 146．1�
69 ヒトノワドリーム �5鹿 60 山本 康志永見 貴昭氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 43：26．2大差 17．0�
712 リリーマイスター 牡4黒鹿59 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 528＋283：31．0大差 30．9
814 スターライトキス 牝4栗 57 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 43：31．63	 173．5�
11 コティニャック 牡7青鹿60 高野 和馬伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 542＋10 （競走中止） 21．3�
711 マサノメーテル 牝4鹿 57 草野 太郎猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 458± 0 （競走中止） 114．1�
813 アメノムラクモ 牡4鹿 59 上野 翔高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 538＋22 （競走中止） 54．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，486，700円 複勝： 22，652，500円 枠連： 11，839，600円
馬連： 32，638，000円 馬単： 17，686，500円 ワイド： 22，736，600円
3連複： 53，181，600円 3連単： 63，627，000円 計： 241，848，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 260円 � 160円 � 200円 枠 連（3－3） 2，320円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 640円 �� 890円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 18，770円

票 数

単勝票数 計 174867 的中 � 11355（6番人気）
複勝票数 計 226525 的中 � 18942（6番人気）� 44207（1番人気）� 29594（3番人気）
枠連票数 計 118396 的中 （3－3） 3940（9番人気）
馬連票数 計 326380 的中 �� 13762（7番人気）
馬単票数 計 176865 的中 �� 3071（19番人気）
ワイド票数 計 227366 的中 �� 8923（6番人気）�� 6147（11番人気）�� 17473（1番人気）
3連複票数 計 531816 的中 ��� 18012（3番人気）
3連単票数 計 636270 的中 ��� 2457（51番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 53．9－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルサンズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．10．24 東京5着

2013．4．25生 牝6栗 母 シルククインビー 母母 ユウサンポリッシュ 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 マサノメーテル号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アメノムラクモ号・コティニャック号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 7頭 オースミベリル号・ドラゴンバローズ号・ナムラスパルタクス号・ニシノエアレス号・メイショウバッハ号・

リルインフィニティ号・ロスカボス号



04077 2月16日 曇 良 （31京都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

815 サダムゲンヤ 牡3鹿 56 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 500－ 41：35．7 55．4�
23 オーロトラジェ 牝3栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 1．8�
24 トラピッチェ 牝3鹿 54 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 418± 01：35．91� 7．3�
47 マイディアライフ 牡3栗 56 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460－10 〃 ハナ 10．0�
11 � ヒーリングマインド 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 474－ 21：36．0クビ 6．6�
714 ケイティグレース 牝3栗 54 池添 謙一瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 416－ 41：36．1� 27．8	
612 エピックガール 牝3鹿 54 北村 友一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 432＋ 8 〃 ハナ 12．1

59 ブライトホーン 牝3青鹿54 和田 竜二原 	子氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 416－ 21：36．2
 142．7�
510 エイシントドロキ 牝3栗 54 国分 恭介�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 414 ―1：36．3� 81．8
35 カフジローズ 牝3鹿 54 M．デムーロ加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 510± 01：37．25 7．5�
611 テイケイリヴェール 牡3栗 56 佐藤 友則兼松 忠男氏 大橋 勇樹 平取 中川 隆 478－ 21：37．41� 386．7�

（笠松）

816 アースクインビー 牝3栗 54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 418± 0 〃 ハナ 290．4�

12 ジュエリーボックス 牝3鹿 54 高倉 稜畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか 折手牧場 406－ 21：37．61� 294．5�
36 マジックシード 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 61：37．81� 248．3�

713 メイショウソウライ 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 本田 優 日高 佐々木 康治 520＋261：39．07 73．6�

48 ドゥオンフルール 牝3鹿 54 藤岡 佑介大塚 亮一氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 460 ― （競走中止） 75．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，333，000円 複勝： 66，725，600円 枠連： 13，626，300円
馬連： 56，159，700円 馬単： 30，664，000円 ワイド： 44，018，400円
3連複： 78，619，100円 3連単： 117，596，600円 計： 445，742，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，540円 複 勝 � 630円 � 110円 � 230円 枠 連（2－8） 3，250円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 12，990円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 4，920円 �� 410円

3 連 複 ��� 10，210円 3 連 単 ��� 119，240円

票 数

単勝票数 計 383330 的中 � 5534（8番人気）
複勝票数 計 667256 的中 � 14781（8番人気）� 290204（1番人気）� 52833（5番人気）
枠連票数 計 136263 的中 （2－8） 3245（10番人気）
馬連票数 計 561597 的中 �� 11611（13番人気）
馬単票数 計 306640 的中 �� 1770（36番人気）
ワイド票数 計 440184 的中 �� 7770（17番人気）�� 2129（31番人気）�� 30698（4番人気）
3連複票数 計 786191 的中 ��� 5772（28番人気）
3連単票数 計1175966 的中 ��� 715（256番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．4―12．5―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．8―47．2―59．7―1：11．8―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．0
3 14（12，16）15（4，7）（3，6，11）（1，9，5）2，10，13 4 14，15（12，16，7，5）4（3，9）（6，11）10（1，2）＝13

勝馬の
紹 介

サダムゲンヤ �
�
父 サダムパテック �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2019．1．27 京都6着

2016．3．15生 牡3鹿 母 ア ニ ー 母母 アニーブラウン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 ドゥオンフルール号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 サダムゲンヤ号の騎手川須栄彦は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・7番）
※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。

04078 2月16日 曇 良 （31京都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

77 キュールエサクラ 牝3青鹿54 川田 将雅岡本 良三氏 中内田充正 安平 追分ファーム 456－ 21：23．1 1．8�
88 ビックピクチャー 牝3鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 400± 01：23．41� 3．6�
66 ブリッツアウェイ 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 434± 01：23．5� 11．9�
33 エイシンオズ 牝3栗 54 荻野 極�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 434－ 41：23．92� 15．0�
55 テルモードーサ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 502－ 21：24．22 8．2�
44 メイショウコミチ 牝3鹿 54 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 444± 01：24．3� 19．7	
22 ブラックダンサー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：24．51� 49．9

11 エ ス ト 牝3鹿 54 北村 友一大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋12 〃 アタマ 12．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，353，000円 複勝： 53，189，900円 枠連： 発売なし
馬連： 51，336，600円 馬単： 28，564，700円 ワイド： 34，281，700円
3連複： 57，055，500円 3連単： 127，089，900円 計： 391，871，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 460円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 403530 的中 � 178983（1番人気）
複勝票数 計 531899 的中 � 251632（1番人気）� 93177（2番人気）� 31745（5番人気）
馬連票数 計 513366 的中 �� 125395（1番人気）
馬単票数 計 285647 的中 �� 42067（1番人気）
ワイド票数 計 342817 的中 �� 64480（1番人気）�� 20328（5番人気）�� 16173（7番人気）
3連複票数 計 570555 的中 ��� 50394（2番人気）
3連単票数 計1270899 的中 ��� 37616（3番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．9―12．6―12．5―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．7―35．6―48．2―1：00．7―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 ・（1，2）（4，6）5，7（3，8） 4 ・（1，2）6，5（4，7）（3，8）

勝馬の
紹 介

キュールエサクラ �

父 マンハッタンカフェ �


母父 Gone West デビュー 2018．10．13 京都2着

2016．2．12生 牝3青鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ 3戦2勝 賞金 15，000，000円

追 加 記 事（第 2回京都競馬第 6日第 2競走）
〔その他〕　　ヤマニンスリジエ号は，競走中に疾病〔右第４中手骨々折〕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。



04079 2月16日 曇 良 （31京都2）第7日 第7競走 ��
��1，400�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，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
1：20．3

重
不良

713 ハ ゼ ル 牡4栗 57 M．デムーロ杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 502－ 41：25．2 8．0�
36 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 492＋ 81：25．41� 13．3�
611	 マラードザレコード 
5青鹿57 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 468± 01：25．61� 3．9�
35 	 カ ミ ノ コ 牡4青鹿57 小牧 太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 472－ 61：26．02� 15．1�
815� テーオーパートナー 牝4栗 55 武 豊小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 460± 01：26．1 14．8�
23 セカンドエフォート 牡6青鹿57 佐藤 友則 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 520＋ 81：26．31 29．0	

（笠松）

12 � バックドアルート 牡5芦 57 荻野 極金子真人ホール
ディングス
 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522＋10 〃 クビ 39．7�

816 クリノアントニヌス 牡5栗 57 北村 友一栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530± 01：26．51� 36．0�
59 マテラアリオン 牡6黒鹿57 藤岡 佑介大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 B488＋ 6 〃 アタマ 67．5
47 セヴィルロアー 牡5鹿 57 酒井 学北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 490－ 2 〃 アタマ 48．8�
612	 ニシノトランザム 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

482± 01：26．6� 35．9�
510 ティーエスバラ 牡7鹿 57 高倉 稜田畑 利彦氏 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 502＋ 21：26．7クビ 243．4�
24 メ ラ ナ イ ト 
4青鹿57 C．ルメール
ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 468－ 21：27．23 2．1�
11 	� アメリカンエース 牡4鹿 57 福永 祐一吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster 490－101：27．83� 60．7�
714 トウカイシュテルン 牝5鹿 55 田中 勝春内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 486＋ 4 〃 クビ 35．0�
48 � マキナガラージュ 牡4栗 57 川須 栄彦野田 善己氏 村山 明 新冠 中村 弘昭 420＋141：29．29 109．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，139，500円 複勝： 56，260，000円 枠連： 19，043，000円
馬連： 72，543，400円 馬単： 33，158，500円 ワイド： 56，283，500円
3連複： 107，398，400円 3連単： 124，736，400円 計： 509，562，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 300円 � 180円 枠 連（3－7） 2，110円

馬 連 �� 5，370円 馬 単 �� 11，520円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 730円 �� 790円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 53，320円

票 数

単勝票数 計 401395 的中 � 40033（3番人気）
複勝票数 計 562600 的中 � 63866（3番人気）� 43207（5番人気）� 92623（2番人気）
枠連票数 計 190430 的中 （3－7） 6987（8番人気）
馬連票数 計 725434 的中 �� 10451（16番人気）
馬単票数 計 331585 的中 �� 2157（37番人気）
ワイド票数 計 562835 的中 �� 8208（17番人気）�� 20321（6番人気）�� 18491（8番人気）
3連複票数 計1073984 的中 ��� 12154（20番人気）
3連単票数 計1247364 的中 ��� 1696（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．9―48．5―1：00．8―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．7
3 11（13，15）（2，16）（8，6，14）（1，4，5，10）（3，7，9）12 4 ・（11，13）15（2，6，16）（5，10，14）（1，8，9）（4，7）3，12

勝馬の
紹 介

ハ ゼ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Miswaki デビュー 2017．9．16 阪神1着

2015．3．3生 牡4栗 母 カネスベネフィット 母母 ジャスーラー 11戦2勝 賞金 22，731，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アイファーアピール号
※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。

04080 2月16日 曇 良 （31京都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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000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 � ヒストリーメイカー 牡5黒鹿57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 540± 01：59．2 9．6�
44 マイネルカイノン 牡4青鹿56 川田 将雅 �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 512± 01：59．51	 1．8�
89 オ ノ リ ス 牡4黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510＋161：59．81	 4．9�
77 スズカガルチ 牡5栗 57 荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B524＋ 4 〃 クビ 4．8�
33 スズカロング 牡5鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488＋ 42：00．11	 17．6	
11 クリノフウジン 牡5栗 57 高倉 稜栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 512± 02：00．2
 20．4

88 ド ゥ リ ト ル 牡4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 502＋ 82：00．83
 17．1�
22 � ベストマイウェイ 牡4鹿 56 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B530－ 22：00．9クビ 29．0�
66 ダイシンカローリ 牡4栗 56 佐藤 友則大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 516＋ 6 〃 ハナ 107．3

（笠松）

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，877，300円 複勝： 66，706，400円 枠連： 10，649，300円
馬連： 57，643，100円 馬単： 33，315，800円 ワイド： 37，946，800円
3連複： 78，011，900円 3連単： 144，189，000円 計： 465，339，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 190円 � 110円 � 170円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 330円 �� 950円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 12，130円

票 数

単勝票数 計 368773 的中 � 30536（4番人気）
複勝票数 計 667064 的中 � 40932（4番人気）� 407580（1番人気）� 49136（3番人気）
枠連票数 計 106493 的中 （4－5） 10104（3番人気）
馬連票数 計 576431 的中 �� 48785（3番人気）
馬単票数 計 333158 的中 �� 11236（9番人気）
ワイド票数 計 379468 的中 �� 29583（3番人気）�� 8798（14番人気）�� 42576（2番人気）
3連複票数 計 780119 的中 ��� 37239（6番人気）
3連単票数 計1441890 的中 ��� 8613（42番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．9―12．9―12．8―12．8―12．6―12．4―12．7―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．4―43．3―56．1―1：08．9―1：21．5―1：33．9―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

�ヒストリーメイカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 バブルガムフェロー

2014．3．7生 牡5黒鹿 母 チヨノドラゴン 母母 ブリリアントノバ 4戦2勝 賞金 18，500，000円
初出走 JRA

※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16日 晴 良 （31京都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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

11 ワールドプレミア 牡3黒鹿56 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋121：47．3 4．5�
66 � ユニコーンライオン 牡3黒鹿56 M．デムーロライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 544＋ 41：47．51 7．7�
44 ル モ ン ド 牡3鹿 56 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 462＋ 81：47．6� 14．2�
77 レターオンザサンド 牡3芦 56 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 486＋ 61：47．7	 35．7�
55 サトノウィザード 牡3鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 488＋ 2 〃 アタマ 1．4�
22 ティグラーシャ 牝3黒鹿54 北村 友一 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：48．23 12．8

33 フ ラ ル 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 21：48．73 51．9�
88 
 ナ ラ 牝3鹿 54 佐藤 友則	ホースケア 湯前 良人 新ひだか グランド牧場 420－ 11：54．1大差 203．2�

（笠松） （笠松）

（8頭）

売 得 金
単勝： 74，991，100円 複勝： 152，528，300円 枠連： 発売なし
馬連： 83，116，600円 馬単： 58，016，200円 ワイド： 46，789，900円
3連複： 91，722，900円 3連単： 300，761，400円 計： 807，926，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 360円 � 530円 � 990円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 430円 �� 660円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 16，290円

票 数

単勝票数 計 749911 的中 � 131966（2番人気）
複勝票数 計1525283 的中 � 122149（2番人気）� 76343（3番人気）� 37770（5番人気）
馬連票数 計 831166 的中 �� 39967（5番人気）
馬単票数 計 580162 的中 �� 17242（7番人気）
ワイド票数 計 467899 的中 �� 29221（5番人気）�� 17993（8番人気）�� 12230（11番人気）
3連複票数 計 917229 的中 ��� 13835（12番人気）
3連単票数 計3007614 的中 ��� 13383（43番人気）

ハロンタイム 12．9―10．6―11．3―12．0―11．8―12．1―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．5―34．8―46．8―58．6―1：10．7―1：22．9―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．6
3 7－5（1，6）3，2，4＝8 4 7（5，6）（1，3）（2，4）＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワールドプレミア 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Acatenango デビュー 2018．10．21 京都1着

2016．2．1生 牡3黒鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 3戦2勝 賞金 25，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月16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。

04082 2月16日 晴 良 （31京都2）第7日 第10競走 ��
��1，400�

かわらまち

河原町ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，30．2．17以降31．2．11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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

56 サ ヴ ィ 牡5黒鹿55 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 21：24．0 3．1�

67 アディラート 牡5黒鹿56 福永 祐一安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 510＋ 41：24．32 5．4�
710 メイショウラケーテ 牡5黒鹿55 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 464＋ 41：24．4クビ 4．7�
811 メリートーン 牝6鹿 53 荻野 極水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 466－ 21：24．71� 16．6�
79 カネトシビバーチェ 牝8鹿 54 武 豊兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 480± 0 〃 クビ 18．6�
55 バーンフライ 牡4黒鹿54 高倉 稜	ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500± 01：24．91� 17．6

812 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 55 北村 友一一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 462＋ 61：25．0� 12．7�
33 パイルーチェ 牝5栗 53 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B480＋ 21：25．1� 8．6�
11 ガ ン ジ ー 牡8栗 54 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 526－ 21：25．2クビ 28．0
44 ビックリシタナモー 牡5黒鹿56 M．デムーロ小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 516＋121：25．3� 9．0�
22 ペイシャルアス 牝4栗 51 坂井 瑠星北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 496＋ 21：25．61� 77．2�
68 メイショウカマクラ 牡6青鹿53 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 532＋ 21：25．7� 56．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，493，900円 複勝： 80，909，300円 枠連： 23，811，400円
馬連： 123，714，400円 馬単： 50，519，100円 ワイド： 79，704，700円
3連複： 180，282，400円 3連単： 228，817，500円 計： 819，252，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 180円 � 160円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 330円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 514939 的中 � 130500（1番人気）
複勝票数 計 809093 的中 � 195133（1番人気）� 100627（3番人気）� 118608（2番人気）
枠連票数 計 238114 的中 （5－6） 27195（2番人気）
馬連票数 計1237144 的中 �� 116971（2番人気）
馬単票数 計 505191 的中 �� 26651（2番人気）
ワイド票数 計 797047 的中 �� 63513（2番人気）�� 67102（1番人気）�� 36149（4番人気）
3連複票数 計1802824 的中 ��� 116600（1番人気）
3連単票数 計2288175 的中 ��� 35743（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．4―47．6―59．8―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ヴ ィ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．2．11 京都1着

2014．5．10生 牡5黒鹿 母 ヴィヴァヴォーチェ 母母 トークショウ 11戦5勝 賞金 65，140，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ヴォーガ号の騎手北村友一は，後検量について注意義務を怠り過怠金100，000円。



04083 2月16日 晴 良 （31京都2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第54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 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 デアレガーロ 牝5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 486＋321：21．0 36．2�
715 リ ナ ー テ 牝5黒鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490＋101：21．1	 13．2�
713 アマルフィコースト 牝4黒鹿53 坂井 瑠星 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 クビ 65．8�
612 ア ル ー シ ャ 牝4芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 434－ 21：21．31
 5．0�
714 ミスパンテール 牝5鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 514＋ 21：21．51
 3．7�
611 ワントゥワン 牝6黒鹿55 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 454＋ 21：21．71
 5．5	
47 キョウワゼノビア 牝6黒鹿54 田中 勝春�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 492＋ 61：21．8	 249．2

817 カラクレナイ 牝5栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 アタマ 38．3�
24 リバティハイツ 牝4鹿 55 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 462＋12 〃 クビ 7．4�
59 エイシンティンクル 牝6芦 54 和田 竜二栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 500± 01：22．01
 7．9�
35 レーヌミノル 牝5栗 55 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 41：22．1	 65．8�
12 ベ ル ー ガ 牝4青 54 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 11．4�
818 カイザーバル 牝6黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 484－ 21：22．31
 16．6�
48 � ライトフェアリー 牝7鹿 54 酒井 学和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B484＋ 21：22．51
 275．1�
23 ハーレムライン 牝4鹿 54 柴田 善臣吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 460－121：22．6� 72．4�
816 クリーンファンキー 牝6栗 54 藤岡 佑介石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 498－ 6 〃 アタマ 423．2�
36 オールポッシブル 牝5鹿 54 荻野 極G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：23．13 62．0�

（17頭）
11 ディメンシオン 牝5鹿 54 福永 祐一広尾レース 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 142，641，700円 複勝： 218，416，100円 枠連： 95，303，500円
馬連： 473，720，600円 馬単： 160，362，400円 ワイド： 288，391，700円
3連複： 814，509，400円 3連単： 970，750，600円 計： 3，164，096，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，620円 複 勝 � 1，000円 � 460円 � 1，300円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 20，300円 馬 単 �� 43，090円

ワ イ ド �� 5，760円 �� 16，540円 �� 6，880円

3 連 複 ��� 284，790円 3 連 単 ��� 1，536，660円

票 数

単勝票数 差引計1426417（返還計 3024） 的中 � 31446（9番人気）
複勝票数 差引計2184161（返還計 4346） 的中 � 56381（10番人気）� 133536（7番人気）� 42415（11番人気）
枠連票数 差引計 953035（返還計 348） 的中 （5－7） 71886（4番人気）
馬連票数 差引計4737206（返還計 24866） 的中 �� 18083（48番人気）
馬単票数 差引計1603624（返還計 8554） 的中 �� 2791（100番人気）
ワイド票数 差引計2883917（返還計 15836） 的中 �� 12979（50番人気）�� 4481（80番人気）�� 10836（58番人気）
3連複票数 差引計8145094（返還計 87778） 的中 ��� 2145（331番人気）
3連単票数 差引計9707506（返還計104445） 的中 ��� 458（1732番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．3―11．6―11．8―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―34．7―46．3―58．1―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デアレガーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2016．12．25 中山1着

2014．4．13生 牝5鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 14戦6勝 賞金 123，427，000円
〔出走取消〕 ディメンシオン号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。

04084 2月16日 晴 良 （31京都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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

36 � ハニージェイド 牝5黒鹿55 川田 将雅吉田 和子氏 	島 一歩 米
John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

470＋101：12．0 3．6�
48 メイショウアリソン 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498－ 2 〃 クビ 9．6�
12 スマートアルタイル 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 61：12．1クビ 14．3�
24 � スーパーモリオン 牡5青鹿57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 516＋ 41：12．31
 71．7�
815 シゲルゴホウサイ 牝7鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 478＋ 21：12．4� 38．7�
35 テーオージーニアス 牡4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 8 〃 クビ 5．2�
612 クインズマラクータ 牡5栗 57 松山 弘平亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B520－ 41：12．61
 17．0	
611 マイネルラック 牡6鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 502＋ 81：12．92 58．8�

714 ショウナンカイドウ 牡6栗 57
56 ☆富田 暁国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B542＋ 6 〃 ハナ 88．5�

11 スズカグラーテ 牝5黒鹿55 和田 竜二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 462－ 21：13．0� 4．7
23 ブレイヴバローズ 牡5黒鹿57 田中 勝春猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 486＋141：13．1クビ 27．7�
59 トラベリング 牡4栗 57 C．ルメール 
グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 494＋ 8 〃 クビ 7．1�
816 クリノシャンボール 牡6黒鹿57 小牧 太栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 498－ 41：13．31 24．5�
510 エ ッ シ ャ ー 5栗 57

56 ☆加藤 祥太小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 484－ 81：13．51
 40．5�
713 ゲ キ リ ン 牡5栗 57 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス
 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 480＋ 41：14．13� 34．7�
47 クリノダイスーシー 牡7鹿 57 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 520＋ 21：15．48 280．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，052，300円 複勝： 84，852，300円 枠連： 40，815，100円
馬連： 138，061，400円 馬単： 53，129，700円 ワイド： 91，473，100円
3連複： 203，891，800円 3連単： 239，122，200円 計： 909，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 280円 � 330円 枠 連（3－4） 1，260円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 750円 �� 860円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 7，310円 3 連 単 ��� 30，010円

票 数

単勝票数 計 580523 的中 � 128097（1番人気）
複勝票数 計 848523 的中 � 172582（1番人気）� 72348（5番人気）� 57160（6番人気）
枠連票数 計 408151 的中 （3－4） 25096（4番人気）
馬連票数 計1380614 的中 �� 55662（5番人気）
馬単票数 計 531297 的中 �� 12749（7番人気）
ワイド票数 計 914731 的中 �� 32128（5番人気）�� 27841（7番人気）�� 10979（24番人気）
3連複票数 計2038918 的中 ��� 20908（18番人気）
3連単票数 計2391222 的中 ��� 5775（68番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．1―12．4―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハニージェイド �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Hard Spun デビュー 2016．12．17 阪神3着

2014．2．12生 牝5黒鹿 母 Hard Hat 母母 Bright Feather 16戦4勝 賞金 62，969，000円
〔制裁〕 クインズマラクータ号の調教師山内研二は，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。
※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 キョウワエステル号



（31京都2）第7日 2月16日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

246，520，000円
19，810，000円
1，610，000円
28，440，000円
63，934，500円
5，237，800円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
574，581，600円
964，064，000円
251，830，700円
1，218，304，200円
539，972，600円
794，314，100円
1，849，514，200円
2，591，740，800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 8，784，322，200円

総入場人員 16，112名 （有料入場人員 15，307名）
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