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01001 1月5日 晴 良 （29京都1）第1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）

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

24 タガノポムル 牡3栗 56 藤岡 佑介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446－121：54．5 55．7�

36 サンライズチャージ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 496± 01：54．92� 6．5�
611 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 56 武 豊幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 504＋ 21：55．0� 2．2�
713 テルペリオン 牡3栗 56 岩田 康誠�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 508＋12 〃 ハナ 8．9�
816 テリトーリアル 牡3栗 56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 0 〃 クビ 6．0�
23 ダンツゴウユウ 牡3栗 56 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 460± 01：55．1� 127．3	
35 コ エ レ 牡3黒鹿56 幸 英明守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 454＋ 61：55．2クビ 189．5

612 エスポワールパレス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 496＋ 61：55．3� 12．2�
48 サトノインプレス 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也里見 治氏 村山 明 浦河 東栄牧場 510－ 21：56．68 124．5�
12 メ イ ト サ ン 牡3鹿 56 北村 友一 J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B470＋ 61：56．81� 14．5
11 アイアンエフケイ 牡3鹿 56 国分 恭介池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 518± 01：57．43� 31．1�
714 チェリーボンボン 牝3青鹿54 田中 健山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 436＋ 41：57．71� 82．1�
815 グランドボヌール 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480＋121：57．8クビ 7．5�
59 ヌ ン ク ウ ボ 牡3鹿 56 川島 信二ヌンクラブ� 山内 研二 日高 日高大洋牧場 510± 01：59．18 293．4�
47 アムールバローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星猪熊 広次氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 498＋ 2 〃 クビ 317．2�
510 カレドヴルフ 牡3鹿 56 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム B478－ 22：01．5大差 256．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，955，500円 複勝： 45，900，500円 枠連： 16，979，600円
馬連： 65，582，700円 馬単： 34，471，100円 ワイド： 40，861，700円
3連複： 96，628，200円 3連単： 124，033，000円 計： 452，412，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，570円 複 勝 � 870円 � 200円 � 110円 枠 連（2－3） 15，100円

馬 連 �� 19，910円 馬 単 �� 62，440円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 2，100円 �� 310円

3 連 複 ��� 14，080円 3 連 単 ��� 189，310円

票 数

単勝票数 計 279555 的中 � 4015（9番人気）
複勝票数 計 459005 的中 � 7849（9番人気）� 51258（3番人気）� 165506（1番人気）
枠連票数 計 169796 的中 （2－3） 871（21番人気）
馬連票数 計 655827 的中 �� 2552（32番人気）
馬単票数 計 344711 的中 �� 414（77番人気）
ワイド票数 計 408617 的中 �� 2577（31番人気）�� 4617（23番人気）�� 38948（2番人気）
3連複票数 計 966282 的中 ��� 5145（37番人気）
3連単票数 計1240330 的中 ��� 475（371番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．8―12．9―13．2―13．2―13．3―13．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．6―49．5―1：02．7―1：15．9―1：29．2―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノポムル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．11．13 京都9着

2014．2．16生 牡3栗 母 タガノガルーダ 母母 タガノシャルフ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレドヴルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月5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） 2頭 オーバーラッキー号・クリノカエサル号

01002 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第2競走 1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

611 テイエムチェロキー 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 458＋ 21：12．3 6．0�
510 スズカコーズライン 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 480± 0 〃 クビ 13．7�
24 ハ ナ ビ 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 平取 坂東牧場 488＋ 21：12．93� 2．4�
12 ブ キ ス 牡3鹿 56 国分 恭介杉澤 光雄氏 斉藤 崇史 新ひだか 前谷 武志 514＋421：13．11� 10．4�
713 ニューミレニアム 牡3栗 56 浜中 俊 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 436± 01：13．52� 31．2�
714 ラニカイシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 21：13．82 6．7	
11 ヒロシゲスマート 牡3鹿 56 岩田 康誠阿尾 浩和氏 作田 誠二 浦河 安藤牧場 462＋ 61：14．11� 41．9

35 ホウロクダマ 牡3鹿 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 546＋14 〃 クビ 53．9�
815 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 450－ 21：14．41� 265．9�
36 アルバシュルク 牝3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 41：14．71� 6．1
612 クリノアスカ 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 鎌田 正嗣 B440＋ 41：14．8クビ 218．6�
816 メイショウシマナミ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 468± 01：15．65 87．0�
23 レッドフィエルテ 牝3鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 408－10 〃 ハナ 26．3�
48 アイファータレント 牡3鹿 56 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 484＋ 6 〃 クビ 381．8�
47 クーペオブジェミニ 牡3栗 56 松山 弘平要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 432± 01：15．81� 19．6�
59 デビュースマルト 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �シルクレーシング 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522＋ 21：16．65 136．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，021，600円 複勝： 39，313，400円 枠連： 14，896，100円
馬連： 63，345，400円 馬単： 32，206，100円 ワイド： 39，705，400円
3連複： 91，950，500円 3連単： 111，152，100円 計： 421，590，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 280円 � 130円 枠 連（5－6） 3，100円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 960円 �� 390円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 19，400円

票 数

単勝票数 計 290216 的中 � 38375（2番人気）
複勝票数 計 393134 的中 � 51345（4番人気）� 28003（5番人気）� 103312（1番人気）
枠連票数 計 148961 的中 （5－6） 3716（15番人気）
馬連票数 計 633454 的中 �� 15918（12番人気）
馬単票数 計 322061 的中 �� 4625（20番人気）
ワイド票数 計 397054 的中 �� 10068（10番人気）�� 28065（3番人気）�� 13972（6番人気）
3連複票数 計 919505 的中 ��� 24538（7番人気）
3連単票数 計1111521 的中 ��� 4153（51番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．4―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムチェロキー �
�
父 トランセンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．30 小倉4着

2014．5．15生 牡3鹿 母 ヒシエリート 母母 ヒシショウコ 8戦1勝 賞金 10，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デビュースマルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月5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 プラトヤヤ号
（非抽選馬） 1頭 カズマデプレシャン号

第１回 京都競馬 第１日



01003 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

69 サンライズノヴァ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 540－ 81：52．5 3．5�
57 タガノディグオ 牡3黒鹿56 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526＋ 81：52．6� 6．2�
711 エルデュクラージュ 牡3芦 56 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494± 01：52．81 3．8�
22 タスクフォース 牡3鹿 56 M．デムーロ窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 548＋ 81：54．18 6．2�
44 サーストンウィナー 牡3黒鹿56 S．フォーリー 齊藤 宣勝氏 武井 亮 浦河 高岸 順一 480＋ 41：54．2� 59．0�

（愛）

56 メイプルブラザー 牡3栗 56 和田 竜二節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 468＋ 2 〃 クビ 82．5	
813 カ カ ア コ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 2 〃 アタマ 54．6

710 ブルベアラクーン 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 522－ 61：54．4� 6．8�
45 アンタガシャチョウ 牡3黒鹿56 武 豊 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 510－ 2 〃 クビ 10．1
68 ナムラミルク 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 448－ 61：55．03� 75．5�
812 パイオニアシーザー 牡3黒鹿56 松山 弘平 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 506－ 21：55．1� 130．4�
33 � マテラスカイ 牡3栗 56 V．シュミノー 大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 512± 01：55．41� 14．0�
（仏）

11 トミケンカリム 牡3栗 56 松田 大作冨樫 賢二氏 武井 亮 浦河 信岡牧場 450＋101：57．4大差 121．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，849，400円 複勝： 48，981，900円 枠連： 15，390，000円
馬連： 68，635，300円 馬単： 33，255，100円 ワイド： 40，203，900円
3連複： 93，321，300円 3連単： 123，451，800円 計： 458，088，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（5－6） 1，120円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 330円 �� 290円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 348494 的中 � 77992（1番人気）
複勝票数 計 489819 的中 � 107659（1番人気）� 85742（2番人気）� 74094（3番人気）
枠連票数 計 153900 的中 （5－6） 10607（5番人気）
馬連票数 計 686353 的中 �� 46009（3番人気）
馬単票数 計 332551 的中 �� 11869（4番人気）
ワイド票数 計 402039 的中 �� 32125（2番人気）�� 37172（1番人気）�� 18714（6番人気）
3連複票数 計 933213 的中 ��� 49696（2番人気）
3連単票数 計1234518 的中 ��� 11710（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．5―13．0―12．8―12．6―12．6―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．5―49．5―1：02．3―1：14．9―1：27．5―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡3栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 3戦2勝 賞金 16，735，000円
※サーストンウィナー号・トミケンカリム号は，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。

01004 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時40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

713� ハリケーンバローズ 牡4鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Dr. Naoya Yoshida
& Bill Justice 540＋101：52．4 1．8�

712� ディープオーパス 牡4芦 56 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz 492－ 81：52．93 8．9�

46 � タガノジーニアス 牡4鹿 56 川島 信二八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510＋111：53．32� 16．2�

22 インテグリティー 牡4鹿 56 武 豊前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 478± 01：53．51	 20．6�
610� チャイマックス 牝4鹿 54 松山 弘平吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 474＋ 41：54．13� 15．2�
23 マヤノパーチェム 牡5栗 57 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 492＋ 61：54．2� 276．9�
611 ハローマイディア 牡4黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 482＋ 4 〃 アタマ 5．4	
34 メイショウゴテツ 牡4青鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 484＋ 8 〃 クビ 41．7

11 トウシンタイガー 
4鹿 56 菱田 裕二�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 502＋101：54．62� 16．7�
58 タマモベルガモ 牡4栗 56

55 ☆�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 488＋ 41：54．7� 253．9
47 メイショウミラコロ 牡4鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 524＋ 21：54．8� 199．8�
814� キングライオン 牡4栗 56

53 ▲坂井 瑠星ライオンレースホース� 杉山 晴紀 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

492＋ 61：55．12 42．8�
35 デイジーフローラ 牝4鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 504＋101：55．2クビ 87．5�
815� ミ ス エ リ カ 牝5黒鹿55 国分 恭介荒牧 政美氏 西村 真幸 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B544＋ 21：56．15 238．0�
59 ショウナンタイザン 牡4黒鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 506＋ 41：56．63 10．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，331，400円 複勝： 82，589，400円 枠連： 19，436，500円
馬連： 65，538，900円 馬単： 42，173，100円 ワイド： 43，506，000円
3連複： 91，061，500円 3連単： 151，101，300円 計： 526，738，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 320円 枠 連（7－7） 780円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 360円 �� 610円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 10，540円

票 数

単勝票数 計 313314 的中 � 137469（1番人気）
複勝票数 計 825894 的中 � 470832（1番人気）� 58511（3番人気）� 28732（7番人気）
枠連票数 計 194365 的中 （7－7） 19102（2番人気）
馬連票数 計 655389 的中 �� 65695（2番人気）
馬単票数 計 421731 的中 �� 30738（2番人気）
ワイド票数 計 435060 的中 �� 33872（2番人気）�� 18280（7番人気）�� 4186（23番人気）
3連複票数 計 910615 的中 ��� 14738（13番人気）
3連単票数 計1511013 的中 ��� 10388（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―13．0―12．5―12．6―12．9―12．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．6―49．1―1：01．7―1：14．6―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ハリケーンバローズ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．12 阪神2着

2013．4．24生 牡4鹿 母 Naughty Mambo 母母 Naughty Notions 5戦2勝 賞金 18，400，000円



01005 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第5競走 ��2，200�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
2：10．0
2：09．9

良
良

24 ヴ ィ ニ ー 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 42：15．2 3．6�
59 ペ ガ ー ズ 牡3鹿 56 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 476－ 4 〃 クビ 7．7�
612 デュパルクカズマ 牡3鹿 56 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 434＋ 62：15．41� 2．1�
47 コスモトゥイーク 牡3黒鹿56 幸 英明 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 22：15．61� 29．9�
714 ストロベリーハーツ 牝3栗 54 S．フォーリー 田島 政光氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 448－ 4 〃 アタマ 40．4	

（愛）

35 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 22：15．81� 30．2

23 ミッキーロイヤル 牡3鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 502＋ 42：15．9� 18．5�
816 ダンツブレーブ 牡3芦 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 462＋102：16．0� 31．1�
12 ヴァントシルム 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 482± 02：16．63� 40．4
815	 エイシンフレイヤ 牝3鹿 54 V．シュミノー�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong

Eishindo 434± 02：16．7� 22．5�
（仏）

11 タガノヤグラ 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450± 02：16．8� 280．3�

713 ロードエフェクト 牡3栗 56 松田 大作 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム B478－ 22：16．9� 218．8�
36 タガノオマケ 牡3栗 56 田中 健八木 良司氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 526＋122：17．32� 137．5�
48 リテラルフォース 牡3黒鹿56 菱田 裕二村上 稔氏 佐藤 正雄 登別 ユートピア牧場 488＋ 22：17．61� 134．5�
510 ウインドフェスタ 牡3黒鹿56 和田 竜二福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 川向高橋育

成牧場 500± 02：18．77 9．4�
611 ベネトナーシュ 牝3黒鹿54 藤岡 康太�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 42：21．2大差 171．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，192，200円 複勝： 44，856，100円 枠連： 19，635，800円
馬連： 66，010，700円 馬単： 35，932，600円 ワイド： 43，012，500円
3連複： 94，467，300円 3連単： 126，185，400円 計： 461，292，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 410円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 311922 的中 � 68966（2番人気）
複勝票数 計 448561 的中 � 72094（2番人気）� 49023（3番人気）� 155326（1番人気）
枠連票数 計 196358 的中 （2－5） 20104（3番人気）
馬連票数 計 660107 的中 �� 43151（4番人気）
馬単票数 計 359326 的中 �� 13378（6番人気）
ワイド票数 計 430125 的中 �� 23843（5番人気）�� 58774（1番人気）�� 34766（2番人気）
3連複票数 計 944673 的中 ��� 86203（1番人気）
3連単票数 計1261854 的中 ��� 17109（6番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．3―12．3―12．5―12．8―13．0―12．5―12．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―35．6―47．9―1：00．4―1：13．2―1：26．2―1：38．7―1：51．5―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
7－11，3（10，16）6，13，9，12，4，14（2，8，5）15－1
7，16（3，13）8，5（6，11）（10，12）（4，9，14）15－2，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴ ィ ニ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zamindar デビュー 2016．10．10 京都6着

2014．2．7生 牝3鹿 母 コ ケ レ ー ル 母母 Cracovie 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベネトナーシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月5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 ハンズスミス号
※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。

01006 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

22 スズカメジャー 牡3鹿 56 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486 ―2：05．6 5．0�
89 ロードアルバータ 牡3青鹿56 V．シュミノー �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 ―2：05．81 3．8�

（仏）

66 アドマイヤロブソン 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510 ―2：05．9� 1．8�
（アドマイヤラッシュ）

55 ショウナンサリュー 牡3芦 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 478 ― 〃 ハナ 15．4�
78 モズアトラクション 牡3栗 56 S．フォーリー �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 470 ―2：06．43 98．7�

（愛）

44 ファイナンス 牡3黒鹿56 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 10．8	
33 � アングレカム 牝3鹿 52 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新

J C & Mrs M A
Thompson & Windsor
Park Stud Ltd

482 ―2：06．93 85．3�
77 � エアシャマール 牡3鹿 56 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 454 ―2：07．0� 19．9�
810 マコトテラメエリタ 牡3青鹿56 和田 竜二�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 488 ―2：07．1� 75．1
11 メイショウマモン 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 494 ―2：07．31� 57．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，799，400円 複勝： 47，117，800円 枠連： 10，305，600円
馬連： 53，709，700円 馬単： 40，685，100円 ワイド： 28，482，400円
3連複： 66，919，100円 3連単： 159，997，600円 計： 442，016，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 1，090円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 280円 �� 190円 �� 150円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 計 347994 的中 � 55415（3番人気）
複勝票数 計 471178 的中 � 50845（3番人気）� 73047（2番人気）� 250727（1番人気）
枠連票数 計 103056 的中 （2－8） 7262（5番人気）
馬連票数 計 537097 的中 �� 44494（3番人気）
馬単票数 計 406851 的中 �� 14030（9番人気）
ワイド票数 計 284824 的中 �� 21689（3番人気）�� 36502（2番人気）�� 56390（1番人気）
3連複票数 計 669191 的中 ��� 129428（1番人気）
3連単票数 計1599976 的中 ��� 27478（14番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．8―13．3―12．6―13．0―12．5―12．2―11．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―38．9―52．2―1：04．8―1：17．8―1：30．3―1：42．5―1：54．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．2．16生 牡3鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔その他〕 ショウナンサリュー号は，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。
※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。



01007 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：09．1
1：08．7

重
重

611 マッカートニー 牡4栗 56 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 472＋ 41：12．4 6．4�
35 � メイショウカロッタ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 496± 01：12．5� 11．9�
714 ハーツジュニア 牡5鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502＋ 61：12．82 5．2�
47 � リッカクロフネ 牡5芦 57

56 ☆義 英真立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 486＋ 61：13．01 36．8�
816� オンザフロウ 牝4鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 51：13．32 39．7�
713 オリエンタルダンス 牝5黒鹿 55

54 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 21：13．4� 14．3	

23 ウェディングラン 牝5鹿 55
54 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 454＋ 2 〃 ハナ 134．2


48 マルクデラポム 牝4青鹿 54
51 ▲荻野 極三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 482± 0 〃 アタマ 3．7�

612 アンペラール 牡4芦 56 池添 謙一 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 松平牧場 438＋101：13．61� 18．0

815 ブライアンジョー 牡4鹿 56 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 448－101：13．7� 143．2�
59 キンシロケット 牡4鹿 56 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 508＋ 61：13．8クビ 12．0�
11 デピュティスカイ 牡4鹿 56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 470－ 6 〃 クビ 12．9�
36 サウスリバティー 牡5栗 57 松山 弘平南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 486＋221：13．9クビ 18．3�
12 ラッシュストーム 牝4黒鹿54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 470＋ 61：14．21� 126．7�
510 マコトルーメン 牡4鹿 56 古川 吉洋�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 502＋ 41：14．3� 39．1�
24 ウインフェルベール 牡4青鹿56 柴田 大知�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 498＋ 81：14．72� 8．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，668，400円 複勝： 41，239，700円 枠連： 22，683，500円
馬連： 79，248，700円 馬単： 36，160，000円 ワイド： 45，609，900円
3連複： 107，908，300円 3連単： 130，163，000円 計： 492，681，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 340円 � 220円 枠 連（3－6） 1，520円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 710円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 48，220円

票 数

単勝票数 計 296684 的中 � 36756（3番人気）
複勝票数 計 412397 的中 � 52511（3番人気）� 27843（6番人気）� 53089（2番人気）
枠連票数 計 226835 的中 （3－6） 11508（6番人気）
馬連票数 計 792487 的中 �� 16579（12番人気）
馬単票数 計 361600 的中 �� 4184（20番人気）
ワイド票数 計 456099 的中 �� 10093（9番人気）�� 16982（3番人気）�� 8562（14番人気）
3連複票数 計1079083 的中 ��� 11636（17番人気）
3連単票数 計1301630 的中 ��� 1957（133番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．5―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッカートニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．2．20 京都5着

2013．4．28生 牡4栗 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス 9戦2勝 賞金 15，650，000円
〔制裁〕 オリエンタルダンス号の騎手�島克駿は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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） 2頭 メイショウトキン号・モンドール号
（非抽選馬） 1頭 キッズライトオン号

01008 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

34 � ダイゴマサムネ 牡5栗 57
54 ▲森 裕太朗長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 518＋ 61：52．8 26．1�

58 マインシャッツ 牡4栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 クビ 2．8�
45 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿56 C．ルメール 吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 516± 0 〃 ハナ 3．6�
610 テイエムテツジン 牡5栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 460－ 21：53．12 16．8�
46 マイネルボルソー 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B482＋ 41：53．2� 21．0�
22 ワンダーピルエット 牝4鹿 54

53 ☆小崎 綾也山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 480－ 21：53．41� 20．9	
711 ゼンノスサノヲ 牡6栗 57

56 ☆	島 克駿大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 B490＋101：53．61� 15．3

813 カ ト ラ ス 
7芦 57

56 ☆加藤 祥太村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 478－ 21：54．02� 153．1�
814 スランジバール 牡8鹿 57

54 ▲坂井 瑠星�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 486＋ 81：54．1� 23．3
57 ティンバレス 牝5青鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：54．2� 5．8�
712 フミノインパルス 牡5黒鹿57 水口 優也谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 508＋21 〃 クビ 187．0�
69 ヴォルケンクラッツ 牡6黒鹿57 岡田 祥嗣 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538＋ 21：54．3� 89．4�
33 クレマンダルザス 
4鹿 56

54 △城戸 義政吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450－ 41：54．51� 9．3�
11 メイショウカシュウ 牡5鹿 57

54 ▲荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 502＋ 21：55．03 40．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，506，900円 複勝： 45，329，400円 枠連： 22，861，700円
馬連： 86，432，000円 馬単： 41，949，400円 ワイド： 48，053，200円
3連複： 116，016，800円 3連単： 166，034，100円 計： 557，183，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 440円 � 130円 � 140円 枠 連（3－5） 800円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，240円 �� 210円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 34，340円

票 数

単勝票数 計 305069 的中 � 9346（10番人気）
複勝票数 計 453294 的中 � 16800（9番人気）� 112729（1番人気）� 92786（2番人気）
枠連票数 計 228617 的中 （3－5） 22057（2番人気）
馬連票数 計 864320 的中 �� 17983（14番人気）
馬単票数 計 419494 的中 �� 3512（33番人気）
ワイド票数 計 480532 的中 �� 10608（14番人気）�� 8631（19番人気）�� 71844（1番人気）
3連複票数 計1160168 的中 ��� 25800（9番人気）
3連単票数 計1660341 的中 ��� 3505（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．1―49．2―1：02．1―1：15．0―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダイゴマサムネ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Aptitude

2012．3．19生 牡5栗 母 キョウコマチ 母母 パ リ モ ニ ー 17戦2勝 賞金 26，400，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ダイゴマサムネ号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



01009 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第9競走 ��1，900�
はつゆめ

初夢ステークス
発走14時35分 （ダート・右）

4歳以上，1，600万円以下；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

35 グレイトパール 牡4鹿 56 C．ルメール H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 536－ 41：58．2 1．6�
610 テイエムジンソク 牡5芦 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 498＋ 41：58．51� 7．3�
814 ヒデノインペリアル 牡5栗 57 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 520＋ 21：58．71� 21．1�
22 ナムラアラシ 牡4鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 514＋ 61：59．33� 44．4�
611 マ ル ケ サ ス 牡8青鹿57 S．フォーリー �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480－ 61：59．4クビ 195．8�

（愛）

46 レ ガ ー ロ 牡4鹿 56 M．デムーロ寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 クビ 8．8	
34 アドマイヤランディ 牡6栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522± 01：59．5クビ 68．7

815 タイガークラウン 牡6黒鹿57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 476－ 41：59．6� 256．0�
23 マウントハレアカラ 牡5鹿 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 478＋ 41：59．7クビ 26．7
712 ハギノタイクーン 牡8鹿 57 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 536＋ 2 〃 ハナ 201．6�
58 サージェントバッジ 牡5黒鹿57 武 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B502± 0 〃 アタマ 5．8�
11 メイスンウォー 牡7鹿 57 松田 大作梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋102：00．12� 53．2�
47 � ビービートレイター 牡7黒鹿57 浜中 俊�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 508＋202：00．31 132．9�
59 マイネルオフィール 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B488＋ 2 〃 ハナ 17．6�
713 メイショウソレイユ 牡7鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 470－ 22：00．83 392．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，369，500円 複勝： 121，513，500円 枠連： 27，833，000円
馬連： 131，361，000円 馬単： 75，117，100円 ワイド： 66，725，400円
3連複： 177，328，800円 3連単： 321，370，200円 計： 972，618，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（3－6） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 260円 �� 600円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 513695 的中 � 250644（1番人気）
複勝票数 計1215135 的中 � 724515（1番人気）� 131201（2番人気）� 40521（6番人気）
枠連票数 計 278330 的中 （3－6） 41026（2番人気）
馬連票数 計1313610 的中 �� 195246（2番人気）
馬単票数 計 751171 的中 �� 92924（2番人気）
ワイド票数 計 667254 的中 �� 74511（2番人気）�� 26887（6番人気）�� 15898（10番人気）
3連複票数 計1773288 的中 ��� 70849（5番人気）
3連単票数 計3213702 的中 ��� 53373（9番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．2―13．4―12．8―12．9―12．4―12．0―12．0―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―30．6―44．0―56．8―1：09．7―1：22．1―1：34．1―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイトパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．5 京都1着

2013．3．29生 牡4鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 6戦4勝 賞金 42，557，000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。

01010 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第10競走 ��3，000�
まんよう

万葉ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）

4歳以上，28．1．5以降28．12．25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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
3：01．0
3：01．0

良
良

710 タマモベストプレイ 牡7栗 56 V．シュミノータマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 486＋ 23：06．1 5．1�
（仏）

67 ラブラドライト �8鹿 51 酒井 学吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B486± 03：06．2� 21．7�
33 スピリッツミノル 牡5栗 55 M．デムーロ吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 63：06．41� 6．3�
79 ヤマニンボワラクテ �6鹿 55 武 豊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 496＋ 43：06．5� 6．4�
22 マドリードカフェ 牡6黒鹿54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン

ズファーム 552＋363：07．13� 10．0�
68 プランスペスカ 牡7鹿 53 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 486＋ 63：07．41� 29．7	
811 マイネルサージュ 牡5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 506＋ 23：07．5� 2．5

11 トウシンモンステラ 牡7黒鹿54 C．ルメール�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋103：07．71� 14．8�
56 	 レイトライザー 牡7黒鹿49 加藤 祥太中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 470± 03：07．8クビ 63．9�
44 ピ ン ポ ン 牡7鹿 54 横山 典弘小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 464＋ 23：08．54 22．2
55 ロングスピーク 牡5鹿 49 松若 風馬 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 574＋ 23：08．92� 28．9�
812 ドリームヒーロー 牡10青鹿51 
島 克駿田島 政光氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474－ 43：09．11� 149．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 54，589，500円 複勝： 64，632，100円 枠連： 33，675，500円
馬連： 160，367，500円 馬単： 71，437，200円 ワイド： 74，397，000円
3連複： 214，123，400円 3連単： 336，953，200円 計： 1，010，175，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 390円 � 220円 枠 連（6－7） 1，470円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 700円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 59，290円

票 数

単勝票数 計 545895 的中 � 85151（2番人気）
複勝票数 計 646321 的中 � 109529（2番人気）� 35586（7番人気）� 79982（3番人気）
枠連票数 計 336755 的中 （6－7） 17701（6番人気）
馬連票数 計1603675 的中 �� 24557（18番人気）
馬単票数 計 714372 的中 �� 5845（33番人気）
ワイド票数 計 743970 的中 �� 15431（15番人気）�� 28341（7番人気）�� 9711（25番人気）
3連複票数 計2141234 的中 ��� 16717（34番人気）
3連単票数 計3369532 的中 ��� 4120（207番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．4―12．8―12．8―12．1―13．1―12．3―11．9―12．2―12．1―12．1―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．7―37．1―49．9―1：02．7―1：14．8―1：27．9―1：40．2―1：52．1―2：04．3―2：16．4―2：28．5

2，600� 2，800�
―2：41．1―2：53．3

コーナー
通過順位

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

2
�

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

タマモベストプレイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．10．20 京都1着

2010．2．28生 牡7栗 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト 34戦5勝 賞金 248，167，000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。

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第11競走 ��1，600�第55回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）
発走15時45分 （芝・右・外）

4歳以上，28．1．5以降28．12．25まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
スポーツニッポン新聞社賞（1着）

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

36 エアスピネル 牡4栗 56．5 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480＋ 21：32．8 1．8�
11 ブラックスピネル 牡4黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512－10 〃 ハナ 13．1�
35 フ ィ エ ロ 牡8青鹿57．5 S．フォーリー 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502－ 21：32．9� 12．7�

（愛）

714 アストラエンブレム 牡4鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：33．11� 7．1�
715 マイネルハニー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 474－ 21：33．2� 18．8	
611 ダンツプリウス 牡4鹿 55 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 506＋ 21：33．3� 42．0

12 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 474＋ 2 〃 クビ 43．0�
612 ミッキージョイ 牡5鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 504－ 21：33．4� 15．1�
24 ブラックムーン 牡5鹿 56 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 504＋ 2 〃 クビ 7．9
59 ダイシンサンダー 牡6鹿 55 岩田 康誠大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 508＋ 81：33．5クビ 110．9�
47 テイエムタイホー 牡8栗 56 幸 英明竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 494－ 61：33．71� 172．3�
48 ペイシャフェリス 牝6鹿 53 秋山真一郎北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 460－ 61：33．8� 238．0�
818 ガリバルディ 牡6鹿 57 C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 516± 01：33．9� 12．6�
510 テイエムイナズマ 牡7黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 528＋121：34．1� 95．4�
817 ムーンクレスト 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：34．31� 144．1�
23 アルマディヴァン 牝7栗 53 池添 謙一コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 486－121：34．4� 256．9�
816 サクラアドニス 牡9黒鹿52 高倉 稜�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470± 01：34．93 531．5�
713 ピークトラム 牡6黒鹿56 V．シュミノー 吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 208．1�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 260，014，300円 複勝： 328，339，600円 枠連： 218，843，000円 馬連： 1，059，700，300円 馬単： 419，103，700円
ワイド： 415，502，400円 3連複： 1，574，647，500円 3連単： 2，615，959，700円 5重勝： 512，496，000円 計： 7，404，606，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 200円 枠 連（1－3） 830円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 450円 �� 400円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 11，040円

5 重 勝
対象競走：京都9R／中山10R／京都10R／中山11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 23，510円

票 数

単勝票数 計2600143 的中 � 1118636（1番人気）
複勝票数 計3283396 的中 � 1106887（1番人気）� 243649（5番人気）� 330560（3番人気）
枠連票数 計2188430 的中 （1－3） 204224（3番人気）
馬連票数 計10597003 的中 �� 769903（3番人気）
馬単票数 計4191037 的中 �� 225320（3番人気）
ワイド票数 計4155024 的中 �� 245822（4番人気）�� 276992（3番人気）�� 71187（16番人気）
3連複票数 計15746475 的中 ��� 362014（9番人気）
3連単票数 計26159597 的中 ��� 171671（23番人気）
5重勝票数 計5124960 的中 ����� 15259

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―12．0―11．7―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―33．9―45．9―57．6―1：09．5―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 8，15（3，11）2（1，9，6）（4，10，17）5，13，7，18（14，16）－12 4 ・（8，15）11（3，2，6）9（1，4，10）5（7，17）（16，13）（14，18）－12

勝馬の
紹 介

エアスピネル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．12 阪神1着

2013．2．10生 牡4栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 9戦3勝 賞金 211，418，000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 グァンチャーレ号・ダッシングブレイズ号・テラノヴァ号・ドレッドノータス号
※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。

01012 1月5日 晴 良 （29京都1）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

612 オールインワン 牡4鹿 56 岩田 康誠 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 494＋121：08．2 7．1�

24 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿54 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 456－ 81：08．3� 3．1�
816 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 61：08．51� 9．5�
59 アドマイヤゴッド 牡5鹿 57 松山 弘平近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500＋ 61：08．6� 42．9�
510 グレイトチャーター 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋14 〃 クビ 5．0�
47 ノーブルルージュ 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 454－ 41：08．81� 121．7	
35 アドマイヤクーガー 牡9栗 57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋ 21：08．9� 102．3

23 グランシェリー 牝6芦 55 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 522－ 2 〃 クビ 4．6�
12 アズマクィーン 牝5鹿 55 C．ルメール 東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 474＋ 81：09．0� 8．5�
11 パーリオミノル 牝4鹿 54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452± 01：09．1� 40．5
713 タイセイララバイ 牝6青鹿55 S．フォーリー 田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：09．2� 266．8�

（愛）

714
 ウイングパラダイス 牝6鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 490＋12 〃 ハナ 269．0�
36 ゼットフーリ 牝4鹿 54 川島 信二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B478± 01：09．73 169．3�
815 レッドカーペット 牡4栗 56 池添 謙一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：09．91 17．9�
48 ロードフェリーチェ 牡5鹿 57 松若 風馬 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 61：10．0� 51．6�
611 リアルヴィーナス 牝6鹿 55 幸 英明山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480＋201：10．63� 205．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，295，500円 複勝： 95，747，400円 枠連： 62，256，000円
馬連： 226，241，600円 馬単： 95，111，500円 ワイド： 109，296，000円
3連複： 285，038，800円 3連単： 469，207，200円 計： 1，419，194，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 140円 � 220円 枠 連（2－6） 790円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 460円 �� 800円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 15，080円

票 数

単勝票数 計 762955 的中 � 85904（4番人気）
複勝票数 計 957474 的中 � 110514（4番人気）� 226508（1番人気）� 96565（5番人気）
枠連票数 計 622560 的中 （2－6） 61056（5番人気）
馬連票数 計2262416 的中 �� 150000（3番人気）
馬単票数 計 951115 的中 �� 24189（11番人気）
ワイド票数 計1092960 的中 �� 62325（3番人気）�� 33257（13番人気）�� 58827（5番人気）
3連複票数 計2850388 的中 ��� 84307（8番人気）
3連単票数 計4692072 的中 ��� 22557（43番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―11．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．1―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．3
3 12（4，14）（3，7，16）（1，2，9）10，5（13，15）－（6，11）－8 4 12，14，4，16（3，7）9（1，2）10，5，13，15（6，11）8
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

オールインワン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．12．26 阪神6着

2013．5．7生 牡4鹿 母 ゴールドコイン 母母 インキュラブルロマンティック 8戦3勝 賞金 29，350，000円
〔発走状況〕 ロードフェリーチェ号は，枠入り不良。
※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。

５レース目



（29京都1）第1日 1月5日（木曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

279，690，000円
5，060，000円
16，460，000円
1，780，000円
33，020，000円
71，758，000円
4，908，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
691，593，600円
1，005，560，800円
484，796，300円
2，126，173，800円
957，602，000円
995，355，800円
3，009，411，500円
4，835，608，600円
512，496，000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
5 重 勝
計 14，618，598，400円

総入場人員 33，784名 （有料入場人員 32，742名）
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