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04061 2月16日 雨 重 （2京都2） 第6日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

23 ア グ ロ ウ 牝3黒鹿54 田中 健吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 424± 01：54．2 9．0�
22 ゼットピアレス 牝3黒鹿54 A．シュタルケ�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 478－ 81：54．3� 12．0�

（独）

611 ディアデイジー 牝3鹿 54 国分 優作豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 444± 01：54．72� 66．1�
34 アイウィットネス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 6．7�
712 バトルピアサー 牝3鹿 54 小野寺祐太�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 414± 01：54．8クビ 152．5�
713 リ ピ ネ 牝3鹿 54 藤井勘一郎	ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500± 0 〃 ハナ 23．3

11 タマモパッション 牝3鹿 54 和田 竜二タマモ	 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 482± 01：56．07 7．0�
814 アマノエリザベート 牝3栗 54 坂井 瑠星中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 470－ 81：56．42� 15．1�
610 アーリンアーリン 牝3黒鹿54 荻野 琢真吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム 434－ 81：56．5� 11．9
35 クリノソフィア 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 452－ 61：56．71� 16．3�
47 クールデショー 牝3鹿 54 S．フォーリー 川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 472± 01：56．8� 5．4�

（愛）

59 サトノエンプレス 牝3芦 54 北村 友一 	サトミホースカンパニー 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：57．01� 3．5�
815 ジーランディア 牝3鹿 54 石神 深一手嶋 康雄氏 尾形 和幸 浦河 村下農場 496± 01：57．21 119．2�
46 エコロダンサー 牝3黒鹿54 川須 栄彦原村 正紀氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 404－ 41：57．41� 115．4�
58 カ ン ゼ オ ン 牝3黒鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 424± 01：57．61 86．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，835，700円 複勝： 39，937，900円 枠連： 12，181，100円
馬連： 52，188，200円 馬単： 25，434，700円 ワイド： 43，256，700円
3連複： 82，486，400円 3連単： 87，265，700円 計： 370，586，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 340円 � 350円 � 1，980円 枠 連（2－2） 3，430円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 980円 �� 7，760円 �� 6，470円

3 連 複 ��� 62，930円 3 連 単 ��� 290，210円

票 数

単勝票数 計 278357 的中 � 24565（5番人気）
複勝票数 計 399379 的中 � 32761（5番人気）� 31920（6番人気）� 4612（11番人気）
枠連票数 計 121811 的中 （2－2） 2752（18番人気）
馬連票数 計 521882 的中 �� 11161（17番人気）
馬単票数 計 254347 的中 �� 3524（18番人気）
ワイド票数 計 432567 的中 �� 11837（10番人気）�� 1403（50番人気）�� 1687（48番人気）
3連複票数 計 824864 的中 ��� 983（140番人気）
3連単票数 計 872657 的中 ��� 218（728番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―36．3―49．3―1：02．0―1：14．9―1：27．8―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア グ ロ ウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．14 京都10着

2017．4．23生 牝3黒鹿 母 ルミナスハーバー 母母 タックスヘイブン 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔騎手変更〕 アイウィットネス号の騎手岩田望来は，病気のため岩田康誠に変更。
※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。

04062 2月16日 雨 重 （2京都2） 第6日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

24 エイシンバッカス 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 462－141：11．7 2．7�
36 ミヤコシスター 牝3鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 470－ 61：11．8� 6．6�
816 カズオルヴァル �3鹿 56 北村 友一合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 472－ 41：12．43� 17．7�
35 タマモゼーゼマン 牡3鹿 56 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B458＋ 2 〃 クビ 16．1�
815 バーンパッション 牡3黒鹿56 津村 明秀岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 468± 0 〃 ハナ 16．5�
47 ヒデノサードニクス 牡3鹿 56 加藤 祥太大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 462± 01：12．5クビ 28．8	
48 メイショウメイユウ 牡3鹿 56 坂井 瑠星松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 450－ 2 〃 クビ 92．3

59 ジ ョ ー ク ー 牡3黒鹿56 国分 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 490＋101：12．82 34．1�
12 ユ キ ネ エ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト

クラブ 428＋ 21：13．11� 28．6�
（独）

611 トミケンヴァイゼ 牝3鹿 54 国分 優作冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 大江牧場 478＋ 21：13．31� 210．5
23 ミユキリバタリアン 牡3黒鹿56 川須 栄彦長井 純一氏 的場 均 むかわ 貞広 賢治 490－161：13．51� 221．5�
612 フ ァ ル ー ク 牡3栗 56 池添 謙一林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 472＋16 〃 クビ 2．5�
510 シティリズム 牝3鹿 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 430－ 41：13．6クビ 129．2�
11 ランファスター 牡3鹿 56 S．フォーリー 深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 北光牧場 480－ 61：13．81� 53．0�

（愛）

714 スマートクリオス 牝3栗 54 荻野 琢真大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 静内山田牧場 B468－ 61：14．43� 45．5�
713 ムーランアジュール 牝3鹿 54 長岡 禎仁村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442－ 31：14．93 581．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，736，900円 複勝： 42，117，400円 枠連： 14，072，700円
馬連： 56，228，200円 馬単： 26，384，200円 ワイド： 46，229，900円
3連複： 83，469，400円 3連単： 99，980，300円 計： 401，219，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 450円 枠 連（2－3） 510円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，030円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 13，240円

票 数

単勝票数 計 327369 的中 � 94126（2番人気）
複勝票数 計 421174 的中 � 102700（1番人気）� 59105（3番人気）� 17414（6番人気）
枠連票数 計 140727 的中 （2－3） 21004（2番人気）
馬連票数 計 562282 的中 �� 70318（2番人気）
馬単票数 計 263842 的中 �� 18911（3番人気）
ワイド票数 計 462299 的中 �� 43815（2番人気）�� 10824（10番人気）�� 6451（18番人気）
3連複票数 計 834694 的中 ��� 12921（13番人気）
3連単票数 計 999803 的中 ��� 5474（27番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．0―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンバッカス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Pulpit デビュー 2019．8．31 新潟6着

2017．4．19生 牡3栗 母 ホームフロムオズ 母母 Tap Your Heels 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔騎手変更〕 ユキネエ号の騎手岩田望来は，病気のためA．シュタルケに変更。
〔制裁〕 トミケンヴァイゼ号の騎手国分優作は，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：8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。

第２回 京都競馬 第６日



04063 2月16日 小雨 重 （2京都2） 第6日 第3競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走11時00分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

33 ヘイセイラスト 牝4鹿 54 川須 栄彦�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 522－ 21：49．7 19．0�
57 グランデストラーダ 牝4鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：49．8� 19．3�
812 サルサレイア 牝4栗 54 福永 祐一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 486－ 21：50．54 3．1�
11 ビオレイメル 牝4栗 54 坂井 瑠星ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 480＋101：50．92� 13．0�
56 マリアスパン 牝5鹿 55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 482± 01：51．32� 56．4	
68 ハクサンライラック 牝4栗 54 加藤 祥太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 496＋ 61：51．83 5．2

710	 リーピングリーズン 牝4青鹿54 A．シュタルケ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 502＋ 6 〃 クビ 3．8�
（独）

69 ノーブルエイム 牝5栗 55 松田 大作下河辺隆行氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 492＋ 61：52．33 106．0�
44 	 ウイングルイーズ 牝6栗 55 荻野 琢真池田 實氏 作田 誠二 浦河 三嶋牧場 494－ 41：52．4� 231．0
711 エンドレスコール 牝6黒鹿55 岩田 康誠 �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 B484－ 61：52．5クビ 13．3�
22 ジュリアヴィーナス 牝4鹿 54 和田 竜二小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 494＋121：53．03 19．9�
813 クロフネプリンセス 牝5栗 55 小坂 忠士サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 432＋101：53．42� 268．6�
45 タニノマイカ 牝4黒鹿54 北村 友一谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 486＋221：54．57 7．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，245，500円 複勝： 47，976，700円 枠連： 11，589，800円
馬連： 57，676，900円 馬単： 26，115，900円 ワイド： 47，019，900円
3連複： 85，624，800円 3連単： 98，444，100円 計： 407，693，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 600円 � 570円 � 160円 枠 連（3－5） 11，840円

馬 連 �� 16，330円 馬 単 �� 33，530円

ワ イ ド �� 5，450円 �� 1，130円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 19，100円 3 連 単 ��� 180，230円

票 数

単勝票数 計 332455 的中 � 13983（7番人気）
複勝票数 計 479767 的中 � 16973（9番人気）� 18007（8番人気）� 109753（1番人気）
枠連票数 計 115898 的中 （3－5） 758（28番人気）
馬連票数 計 576769 的中 �� 2737（39番人気）
馬単票数 計 261159 的中 �� 584（80番人気）
ワイド票数 計 470199 的中 �� 2154（40番人気）�� 10947（14番人気）�� 8515（17番人気）
3連複票数 計 856248 的中 ��� 3361（62番人気）
3連単票数 計 984441 的中 ��� 396（464番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．0―12．1―12．1―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．8―47．8―59．9―1：12．0―1：24．2―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘイセイラスト �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2018．11．4 京都4着

2016．2．17生 牝4鹿 母 レディスウィフト 母母 Quick Temper 14戦2勝 賞金 19，000，000円
〔騎手変更〕 タニノマイカ号の騎手岩田望来は，病気のため北村友一に変更。
※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。

04064 2月16日 小雨
（ 芝 ）重
（ダート）重 （2京都2） 第6日 第4競走 ��3，170�障害4歳以上オープン

発走11時30分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．4良・良

11 ケイティクレバー 牡5鹿 60 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 470－ 23：44．3 3．0�
33 ブレスアロット 牡7栗 60 石神 深一吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 476＋ 63：44．83 19．3�
69 マイネルレオーネ 牡8黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408＋ 83：45．01� 9．4�
22 スズカプレスト 牡8鹿 61 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 63：45．95 8．8�
711 タイセイアプローズ 牡8鹿 60 植野 貴也田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 502± 03：46．53� 7．0�
68 リングオブハピネス 牝7栗 58 小坂 忠士五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 482－ 8 〃 クビ 42．2	
45 セイウンフォーカス 牡5鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 482＋ 43：46．6	 12．7

57 シゲルスズキ 牡7栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 524－ 43：47．13 142．3�
44 ミュートエアー 牡7黒鹿62 草野 太郎岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 43：47．84 30．4�
56 
 メイショウオトコギ �11栗 61 西谷 誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 512± 03：50．0大差 4．5
710 トーアディラン �7栗 61 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 498± 03：53．2大差 8．7�
812 ヒロノタイリク 牡5栗 60 田村 太雅高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 514＋ 83：53．94 84．8�
813 クリュティエ 牝6鹿 59 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 480＋12 （競走中止） 42．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，778，500円 複勝： 28，691，200円 枠連： 12，717，200円
馬連： 42，218，000円 馬単： 20，309，900円 ワイド： 35，027，700円
3連複： 74，193，800円 3連単： 83，710，200円 計： 317，646，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 490円 � 270円 枠 連（1－3） 3，460円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 790円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 29，610円

票 数

単勝票数 計 207785 的中 � 54312（1番人気）
複勝票数 計 286912 的中 � 52134（2番人気）� 12459（8番人気）� 26289（5番人気）
枠連票数 計 127172 的中 （1－3） 2847（15番人気）
馬連票数 計 422180 的中 �� 13914（10番人気）
馬単票数 計 203099 的中 �� 4263（13番人気）
ワイド票数 計 350277 的中 �� 8134（14番人気）�� 11789（7番人気）�� 3908（28番人気）
3連複票数 計 741938 的中 ��� 8226（24番人気）
3連単票数 計 837102 的中 ��� 2049（97番人気）
上り 1マイル 1：51．6 4F 54．0－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイティクレバー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．10 阪神3着

2015．4．20生 牡5鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 障害：3戦2勝 賞金 22，650，000円
〔競走中止〕 クリュティエ号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出走取消馬 サダムドミニック号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 ヤマタケジャイアン号



04065 2月16日 小雨 重 （2京都2） 第6日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時20分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

69 セウラサーリ 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：37．7 4．9�

57 ダイメイボーイ 牡3鹿 56 岩田 康誠宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 502＋ 6 〃 クビ 10．0�
34 メイショウケアラシ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 488－ 21：38．23 5．2�
814 ハクサンチコチャン 牝3鹿 54 S．フォーリー 河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 谷口牧場 464－ 41：38．3クビ 18．0�

（愛）

712 マサノヴィクトワル 牝3栗 54 川須 栄彦猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 474－ 81：38．93� 54．5�
58 モレキュール 牝3栗 54 坂井 瑠星杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 432－ 41：39．22 42．0	
813 フリークアウト 牝3鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 0 〃 アタマ 1．9

33 ヴィータブリランテ 牝3栗 54 松田 大作�三嶋牧場 寺島 良 浦河 三嶋牧場 476－101：39．51� 10．3�
610 レーヴドオルフェ 牡3栗 56 酒井 学平川 浩之氏 長谷川浩大 新冠 村上 欽哉 490－ 61：39．6� 196．8
711 マイネルケイローン 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 41：39．91� 260．0�
22 ワークアウト 牝3黒鹿54 池添 謙一安原 浩司氏 昆 貢 青森 石田 英機 482＋ 4 〃 クビ 35．2�
11 フ ェ レ ー ヌ 牝3栗 54 津村 明秀杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 422＋ 61：40．85 118．7�
45 テイエムレビュー 牝3栗 54 国分 恭介竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 470＋ 4 〃 クビ 330．0�
46 ダ ヨ ネ 牡3黒鹿56 北村 友一杉澤 光雄氏 武 英智 日高 大江牧場 442＋201：41．33 69．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，345，800円 複勝： 54，854，300円 枠連： 15，042，400円
馬連： 63，741，800円 馬単： 35，628，400円 ワイド： 49，880，700円
3連複： 90，896，600円 3連単： 131，940，800円 計： 482，330，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 240円 � 190円 枠 連（5－6） 1，800円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 660円 �� 550円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 17，250円

票 数

単勝票数 計 403458 的中 � 64837（2番人気）
複勝票数 計 548543 的中 � 76973（2番人気）� 55336（4番人気）� 75764（3番人気）
枠連票数 計 150424 的中 （5－6） 6457（7番人気）
馬連票数 計 637418 的中 �� 22592（7番人気）
馬単票数 計 356284 的中 �� 6882（12番人気）
ワイド票数 計 498807 的中 �� 19096（8番人気）�� 23833（5番人気）�� 18367（9番人気）
3連複票数 計 908966 的中 ��� 21201（10番人気）
3連単票数 計1319408 的中 ��� 5544（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．6―35．6―48．1―1：00．6―1：12．8―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セウラサーリ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2019．9．21 阪神3着

2017．3．2生 牝3鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔騎手変更〕 ヴィータブリランテ号の騎手岩田望来は，病気のため松田大作に変更。
※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。

04066 2月16日 小雨 重 （2京都2） 第6日 第6競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走12時50分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

24 エイシンバイエルン 牝3青鹿54 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 458 ―1：53．3 98．3�
35 スマートクラージュ 牡3鹿 56 川田 将雅大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 478 ― 〃 ハナ 1．9�
36 ニ ー ニ ャ 牝3芦 54 国分 優作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 494 ― 〃 クビ 19．3�
23 マーヴェラスジーン 牝3鹿 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 浦河 三嶋牧場 488 ―1：53．83 5．4�
48 ル ー タ ー ズ 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 400 ― 〃 クビ 57．9�
611 スーザフォン 牡3栗 56 四位 洋文吉田 和子氏 武 英智 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530 ―1：54．33 11．8	
612 リーガルバローズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 418 ―1：54．51� 116．9

713 サンライズルーカス 牡3栗 56 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 520 ―1：54．81� 8．1�
815 ハ ナ テ 牡3黒鹿56 和田 竜二村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 470 ―1：55．01	 11．2�
816 メイショウレイゲツ 牝3青鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 482 ―1：55．1	 58．1
59 ウェルビーイング 牝3鹿 54 柴田 未崎 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 樋渡 志尚 454 ―1：55．2� 307．6�
47 セルリアンエース 牡3鹿 56 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 池田 高橋 正三 460 ―1：55．73 230．2�
510 ラヴィンツァラ 牝3鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新ひだか 株式会社ブルースターズファーム 438 ―1：55．8	 203．1�
11 アーモロート 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500 ―1：56．54 9．6�

（独）

12 プ ル セ イ ラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠前田 幸治氏 上村 洋行 新ひだか グランド牧場 476 ―1：57．45 27．9�
714 ファイナリスト 牡3栗 56 池添 謙一丸山 担氏 平田 修 様似 猿倉牧場 400 ―1：58．35 72．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，072，900円 複勝： 47，719，700円 枠連： 15，564，300円
馬連： 61，953，100円 馬単： 31，885，800円 ワイド： 48，693，300円
3連複： 84，970，700円 3連単： 103，479，100円 計： 440，338，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，830円 複 勝 � 1，420円 � 140円 � 380円 枠 連（2－3） 520円

馬 連 �� 9，120円 馬 単 �� 31，170円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 12，220円 �� 870円

3 連 複 ��� 35，280円 3 連 単 ��� 386，710円

票 数

単勝票数 計 460729 的中 � 3748（12番人気）
複勝票数 計 477197 的中 � 6281（11番人気）� 127468（1番人気）� 27805（7番人気）
枠連票数 計 155643 的中 （2－3） 23089（1番人気）
馬連票数 計 619531 的中 �� 5262（27番人気）
馬単票数 計 318858 的中 �� 767（66番人気）
ワイド票数 計 486933 的中 �� 4331（29番人気）�� 992（67番人気）�� 15127（8番人気）
3連複票数 計 849707 的中 ��� 1806（89番人気）
3連単票数 計1034791 的中 ��� 194（712番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―12．8―13．4―13．2―12．5―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―38．4―51．8―1：05．0―1：17．5―1：29．5―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．8
3 ・（5，9）6，3（4，13）（2，8，16）（7，11）12，10（1，15）－14 4 ・（5，9）（3，6，4）13（8，16）（2，11）（7，12，10）15＝1－14

勝馬の
紹 介

エイシンバイエルン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Big Shuffle 初出走

2017．2．28生 牝3青鹿 母 トロピカルフロール 母母 Turfquelle 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 プルセイラ号の騎手岩田望来は，病気のため岩田康誠に変更。
〔制裁〕 ウェルビーイング号の騎手柴田未崎は，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：8番・

11番）
〔調教再審査〕 スマートクラージュ号は，最後の直線コースで外側および内側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ダンレアリー号・トリンカデイラ号・ブラックアモーレ号
※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。



04067 2月16日 小雨 重 （2京都2） 第6日 第7競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 � モンタナドライブ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 	川フアーム 444－ 41：23．6 51．5�

47 
 パーティナシティ 牡4鹿 57 池添 謙一ゴドルフィン 高橋 義忠 英
Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

496＋ 21：23．7� 5．2�
815 グレートバニヤン 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 538－121：24．12� 2．9�
48 タマモキャペリン 牝4鹿 55 岩田 康誠タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 458－ 2 〃 クビ 26．3�
816 アシャカリアン 牡6栗 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 490± 01：24．31 9．9	
12 ア タ ミ 牡6黒鹿57 S．フォーリー 副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 494－ 2 〃 ハナ 17．4


（愛）

714 ド ラ セ ナ �5黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 B502＋141：24．4クビ 32．6�
59 � ウェイクール 牡4鹿 57 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 B518＋ 8 〃 アタマ 57．6�
35 ラ ヴ ノ ッ ト 牝5鹿 55 加藤 祥太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 486＋ 81：24．82� 76．9
36 エヌワイパフューム 牝4鹿 55 津村 明秀サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 8 〃 クビ 14．0�
11 ハギノフロンティア �5栗 57 北村 友一日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 520＋ 81：24．9� 35．1�
713 スリーヘリオス �5黒鹿57 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B484＋ 11：25．11 82．5�
24 ペプチドオリバー 牡4栗 57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 468－ 21：25．31 6．5�
510� ナムラアリス 牝4鹿 55 酒井 学奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 506＋ 11：25．72� 12．6�
612 ダイメイコスモス 牡4栗 57 和田 竜二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 508＋241：25．8クビ 43．0�
611 ミラクルチューン 牝4黒鹿55 川須 栄彦ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B476＋ 21：26．43� 12．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，488，400円 複勝： 59，493，400円 枠連： 19，023，800円
馬連： 79，221，300円 馬単： 32，470，200円 ワイド： 66，169，800円
3連複： 119，941，400円 3連単： 126，018，600円 計： 541，826，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，150円 複 勝 � 920円 � 270円 � 160円 枠 連（2－4） 1，560円

馬 連 �� 14，640円 馬 単 �� 41，690円

ワ イ ド �� 5，880円 �� 2，970円 �� 510円

3 連 複 ��� 18，810円 3 連 単 ��� 228，980円

票 数

単勝票数 計 394884 的中 � 6130（13番人気）
複勝票数 計 594934 的中 � 12589（11番人気）� 53771（4番人気）� 127650（1番人気）
枠連票数 計 190238 的中 （2－4） 9392（8番人気）
馬連票数 計 792213 的中 �� 4191（47番人気）
馬単票数 計 324702 的中 �� 584（113番人気）
ワイド票数 計 661698 的中 �� 2746（61番人気）�� 5500（35番人気）�� 36083（2番人気）
3連複票数 計1199414 的中 ��� 4781（65番人気）
3連単票数 計1260186 的中 ��� 399（716番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．7―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．6―58．6―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（4，7，15）（6，11，14）2（5，8，12）（3，10，13）（9，16）－1 4 ・（7，15）（6，14）4（2，11，8）5（3，10，12）（9，16）（1，13）

勝馬の
紹 介

�モンタナドライブ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マンハッタンカフェ

2016．3．26生 牡4黒鹿 母 メイショウアリス 母母 コ ッ コ レ 6戦1勝 賞金 8，350，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 グレートバニヤン号の騎手岩田望来は，病気のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ファインダッシュ号
※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。

04068 2月16日 小雨 重 （2京都2） 第6日 第8競走 ��
��2，400�4歳以上2勝クラス

発走13時50分 （1000万円以下） （芝・右・外）
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
2：22．6
2：20．6

良
良

88 フィールインラヴ 牡5黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 454－ 62：32．1 2．7�
33 トロピカルストーム �7黒鹿57 川田 将雅吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 22：32．31	 4．6�
77 アスカノハヤテ 牡6鹿 57 国分 恭介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 490－ 22：32．83 55．7�
55 ピッツィカート �7鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476± 02：32．9	 7．0�
89 メ ガ フ レ ア 牡6黒鹿57 川須 栄彦宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 496＋ 62：33．11	 26．2�
66 ダイナミックアロー 牡7鹿 57 松田 大作小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 506－ 62：33．52	 8．6	
44 オワゾードール 牡5鹿 57 坂井 瑠星 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 ハナ 48．7

11 シ ョ パ ン 牡7黒鹿57 福永 祐一窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋102：34．56 3．0�
22 サイモンサーマル �5鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494± 02：35．35 82．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，237，200円 複勝： 32，223，600円 枠連： 9，323，900円
馬連： 55，424，500円 馬単： 34，285，600円 ワイド： 38，043，200円
3連複： 73，829，800円 3連単： 165，280，400円 計： 443，648，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 850円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，560円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 8，500円 3 連 単 ��� 31，840円

票 数

単勝票数 計 352372 的中 � 101583（1番人気）
複勝票数 計 322236 的中 � 80774（1番人気）� 55556（3番人気）� 6195（8番人気）
枠連票数 計 93239 的中 （3－8） 11431（3番人気）
馬連票数 計 554245 的中 �� 67864（3番人気）
馬単票数 計 342856 的中 �� 23367（3番人気）
ワイド票数 計 380432 的中 �� 40222（3番人気）�� 3468（19番人気）�� 2907（21番人気）
3連複票数 計 738298 的中 ��� 6510（22番人気）
3連単票数 計1652804 的中 ��� 3763（89番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．0―13．2―13．5―13．4―12．8―12．9―12．8―12．4―11．9―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�
12．8―24．5―36．5―49．7―1：03．2―1：16．6―1：29．4―1：42．3―1：55．1―2：07．5―2：19．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィールインラヴ 
�
父 トーセンホマレボシ 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．1．21 中京6着

2015．6．5生 牡5黒鹿 母 オードリーローズ 母母 ヤングエブロス 23戦3勝 賞金 42，430，000円
〔騎手変更〕 ダイナミックアロー号の騎手岩田望来は，病気のため松田大作に変更。



04069 2月16日 雨 重 （2京都2） 第6日 第9競走 ��
��1，600�こ ぶ し 賞

発走14時25分 （芝・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

55 サトノインプレッサ 牡3黒鹿56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488＋ 41：38．9 3．1�
77 ギルデッドミラー 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 2．7�
44 ゴールドティア 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 456－ 21：39．21� 7．0�
11 メデタシメデタシ 牝3鹿 54 坂井 瑠星諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448± 01：40．05 17．3�
66 ジャストナウ 牡3芦 56 和田 竜二杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 418＋ 21：40．31� 23．6	
22 イプシランテ 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 514± 01：40．4� 13．5

33 	 コンバットマーチ 牝3芦 54 川田 将雅岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 452＋ 41：40．5� 3．9�
（7頭）

売 得 金
単勝： 52，686，400円 複勝： 47，845，100円 枠連： 発売なし
馬連： 84，801，400円 馬単： 48，667，800円 ワイド： 46，742，100円
3連複： 99，479，600円 3連単： 250，709，800円 計： 630，932，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 350円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 526864 的中 � 135339（2番人気）
複勝票数 計 478451 的中 � 114222（2番人気）� 131001（1番人気）
馬連票数 計 848014 的中 �� 149940（1番人気）
馬単票数 計 486678 的中 �� 45992（1番人気）
ワイド票数 計 467421 的中 �� 70505（1番人気）�� 32283（4番人気）�� 30555（5番人気）
3連複票数 計 994796 的中 ��� 98141（2番人気）
3連単票数 計2507098 的中 ��� 58562（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―25．7―38．0―50．7―1：03．2―1：15．4―1：27．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．7
3 6（1，7）3（2，4）5 4 ・（1，6，7）（3，4）（2，5）

勝馬の
紹 介

サトノインプレッサ �

父 ディープインパクト �


母父 Sahm デビュー 2019．10．26 京都1着

2017．1．29生 牡3黒鹿 母 サ プ レ ザ 母母 Sorpresa 2戦2勝 賞金 17，296，000円
〔騎手変更〕 コンバットマーチ号の騎手岩田望来は，病気のため川田将雅に変更。

04070 2月16日 雨 重 （2京都2） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

きたやま

北山ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

45 ベストタッチダウン 牡4鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498＋141：48．3 1．9�
11 ブラックウォーリア 牡4鹿 56 和田 竜二佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 510＋121：48．83 24．7�
46 リワードアンヴァル 牡4栗 56 津村 明秀宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 512－ 61：48．9クビ 15．3�
813 グレートタイム 牡5黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 ハナ 2．9�
22 テイエムチェロキー 牡6鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 496＋ 41：49．0� 21．0	
34 フリーフリッカー 牡6鹿 57 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 21：49．1	 9．5

57 ブライトンロック 牡6黒鹿57 S．フォーリー 坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 41：49．42 24．7�
（愛）

69 タガノヴェローナ 牝6芦 55 国分 恭介八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504＋201：49．82	 116．8�

33 カ レ ン カ カ 牡6芦 57 A．シュタルケ 鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504＋ 61：50．22	 52．3
（独）

610 レッドウィズダム 牡7鹿 57 酒井 学 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 502± 01：50．41 267．7�
58 メイショウテムズ 牡6栗 57 小牧 太松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 B500＋101：50．61	 227．4�
711 グ ア ン 牝5栗 55 四位 洋文�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 478＋ 61：52．5大差 17．1�
712 レッドレグナント 牝5鹿 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：53．24 88．4�
814 メイショウタチマチ 牝7鹿 55 坂井 瑠星松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502－ 2 （競走中止） 136．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，113，300円 複勝： 91，724，100円 枠連： 33，234，700円
馬連： 165，247，500円 馬単： 79，531，900円 ワイド： 105，929，400円
3連複： 250，544，700円 3連単： 383，406，000円 計： 1，183，731，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 500円 � 350円 枠 連（1－4） 1，730円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 870円 �� 710円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 20，480円

票 数

単勝票数 計 741133 的中 � 298496（1番人気）
複勝票数 計 917241 的中 � 266960（1番人気）� 35522（8番人気）� 54975（5番人気）
枠連票数 計 332347 的中 （1－4） 14805（7番人気）
馬連票数 計1652475 的中 �� 54411（9番人気）
馬単票数 計 795319 的中 �� 22250（7番人気）
ワイド票数 計1059294 的中 �� 31697（11番人気）�� 39853（5番人気）�� 8470（28番人気）
3連複票数 計2505447 的中 ��� 25391（23番人気）
3連単票数 計3834060 的中 ��� 13568（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．6―47．7―59．8―1：11．6―1：23．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストタッチダウン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．1 中京5着

2016．3．16生 牡4鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 10戦4勝 賞金 47，608，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウタチマチ号の騎手岩田望来は，病気のため坂井瑠星に変更。
〔競走中止〕 メイショウタチマチ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

１レース目



04071 2月16日 雨 重 （2京都2） 第6日 第11競走
第113回農林水産省賞典

��
��2，200�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，31．2．9以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，31．2．8以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

77 クロノジェネシス 牝4芦 54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋122：16．4 2．7�
11 カレンブーケドール 牝4鹿 53 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466± 02：16．82� 2．8�
55 ステイフーリッシュ 牡5鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466＋ 82：17．11	 4．3�
89 ノーブルマーズ 牡7栗 56 A．シュタルケ 吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 500＋ 42：17．2	 14．5�

（独）

66 アルメリアブルーム 牝6鹿 54 S．フォーリー �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 440＋ 22：17．3クビ 9．1�
（愛）

44 アメリカズカップ 牡6黒鹿56 和田 竜二谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458＋ 62：17．51
 22．8	
22 プリンスオブペスカ 牡6鹿 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 486＋ 22：17．92� 51．9

78 ドレッドノータス �7栗 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：18．64 16．5�
810 ガ ン コ 牡7青鹿56 松田 大作杉澤 光雄氏 武 英智 新ひだか 前谷 武志 510＋ 22：19．55 111．5�

（9頭）
33 クラージュゲリエ 牡4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 213，852，600円 複勝： 188，109，500円 枠連： 58，820，900円
馬連： 634，166，000円 馬単： 344，340，000円 ワイド： 308，789，400円
3連複： 924，584，400円 3連単： 2，131，154，800円 計： 4，803，817，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（1－7） 340円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 230円 �� 210円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 差引計2138526（返還計 1522） 的中 � 619992（1番人気）
複勝票数 差引計1881095（返還計 1189） 的中 � 388070（2番人気）� 460740（1番人気）� 356882（3番人気）
枠連票数 差引計 588209（返還計 2108） 的中 （1－7） 133867（1番人気）
馬連票数 差引計6341660（返還計 14281） 的中 �� 1225881（1番人気）
馬単票数 差引計3443400（返還計 6232） 的中 �� 329852（1番人気）
ワイド票数 差引計3087894（返還計 5918） 的中 �� 466956（1番人気）�� 319009（3番人気）�� 362211（2番人気）
3連複票数 差引計9245844（返還計 37814） 的中 ���1694331（1番人気）
3連単票数 差引計21311548（返還計 70823） 的中 ��� 868919（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．4―12．3―12．0―12．6―13．1―12．7―12．4―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．4―36．8―49．1―1：01．1―1：13．7―1：26．8―1：39．5―1：51．9―2：04．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロノジェネシス 
�
父 バ ゴ 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．9．2 小倉1着

2016．3．6生 牝4芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 9戦5勝 賞金 323，134，000円
〔出走取消〕 クラージュゲリエ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
※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。

04072 2月16日 雨 重 （2京都2） 第6日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：09．0
1：08．7

不良
重

612 シャドウハンター 牡4栗 57 北村 友一飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 536＋ 21：10．2 8．9�
11 ロイヤルパールス 牡5鹿 57 津村 明秀ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B532－ 21：10．3� 6．7�
714 ノンライセンス 牝4黒鹿55 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 454± 01：10．72	 2．8�
47 アグネスエーデル 牡8鹿 57 藤井勘一郎渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 532＋101：10．91
 20．0�
816 メ ラ ナ イ ト �5青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 470＋ 2 〃 ハナ 8．5	
12 ロ ン ス 牝5芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：11．0	 94．9

815 ガ ウ ル 牡5鹿 57 福永 祐一吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 492＋ 41：11．1	 38．0�
713 ウイナーズロード 牝6青鹿55 国分 恭介�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 436－ 61：11．2� 343．0�
59 チュウワフライヤー 牝4栗 55 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 524＋22 〃 ハナ 5．3
48 � サンマルペンダント 牝6栗 55 池添 謙一相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 436－ 41：11．3	 97．0�
36 クインズカトレア 牝5鹿 55 A．シュタルケ 亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 444＋ 41：11．72	 27．7�

（独）

35 レ ノ カ ズ マ 牡5鹿 57 S．フォーリー 合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 バンブー牧場 492－ 8 〃 クビ 119．7�
（愛）

611 テーオーソルジャー 牡9栗 57 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482＋12 〃 ハナ 74．2�
510 アールロッソ 牝4栗 55 坂井 瑠星前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋121：11．91
 33．4�
24  タイミングナウ 牡4鹿 57 岩田 康誠�キーファーズ 角居 勝彦 米 KatieRich

Farms 472＋ 81：12．0クビ 9．2�
23  オーロリンチェ 牝5栗 55 四位 洋文岡田 牧雄氏 高木 登 米 Trackside Farm

& Tenlane Farm 486＋ 41：14．4大差 25．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，207，700円 複勝： 107，954，200円 枠連： 43，296，400円
馬連： 189，690，500円 馬単： 73，956，600円 ワイド： 135，696，800円
3連複： 303，375，800円 3連単： 362，261，200円 計： 1，301，439，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 210円 � 140円 枠 連（1－6） 3，060円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 590円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 29，950円

票 数

単勝票数 計 852077 的中 � 75895（5番人気）
複勝票数 計1079542 的中 � 101266（5番人気）� 121396（4番人気）� 242992（1番人気）
枠連票数 計 432964 的中 （1－6） 10934（16番人気）
馬連票数 計1896905 的中 �� 45319（12番人気）
馬単票数 計 739566 的中 �� 8331（24番人気）
ワイド票数 計1356968 的中 �� 32547（12番人気）�� 60159（4番人気）�� 70761（3番人気）
3連複票数 計3033758 的中 ��� 63680（7番人気）
3連単票数 計3622612 的中 ��� 8768（73番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．8―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―46．0―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 ・（3，12）（1，10，14）（2，15）（4，9，16）－（13，11）（5，8）7，6 4 ・（3，12）（1，14）（10，15）（2，16）4，9（5，13，11）（8，7）6
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4栗 母 ユーワパンドラ 母母 リーガルウェイズ 10戦3勝 賞金 31，500，000円
〔騎手変更〕 アグネスエーデル号の騎手岩田望来は，病気のため藤井勘一郎に変更。
〔制裁〕 ノンライセンス号の騎手松田大作は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーロリンチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エースロッカー号
（非抽選馬） 1頭 アスクジョーダン号
※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。

４レース目



（2京都2）第6日 2月16日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
重

競走回数 12回 出走頭数 158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

309，040，000円
8，130，000円
27，630，000円
1，720，000円
35，380，000円
66，965，000円
5，265，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
701，600，900円
788，647，100円
244，867，200円
1，542，557，400円
779，011，000円
971，478，900円
2，273，397，400円
4，023，651，000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 11，325，210，900円

総入場人員 18，037名 （有料入場人員 17，193名）
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