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01013 1月7日 晴 良 （29京都1）第2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

59 アルムチャレンジ 牡3黒鹿56 幸 英明﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482± 01：54．2 2．0�

816 カフジグローリー 牡3黒鹿56 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 514－ 61：54．3� 5．3�
36 エジステンツァ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 21：54．4� 15．3�
23 ゼ ル ビ ー ノ 牡3栗 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：55．03� 23．5�
24 メイショウナンプウ 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B490－ 21：55．63� 25．6�
815 ブルックリンソウル 牡3鹿 56 川田 将雅村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 504－ 41：55．81� 14．0	
11 ア ナ ザ 牡3鹿 56 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 片山牧場 482－ 21：55．9� 176．0

510 タカノイダテン 牡3芦 56 	島 良太山口多賀司氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 470－ 81：56．11
 29．6�
612 カ ミ ッ テ ル 牡3鹿 56 C．ルメール 青山 洋一氏 村山 明 安平 追分ファーム 464＋101：56．52� 14．8�
714 テ ン ペ ス ト 牡3鹿 56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466± 01：57．13� 49．8
12 ド ナ ル 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 小泉牧場 432＋ 21：57．73� 303．5�
35 バイオネッタ 牡3栗 56 松若 風馬松本 俊廣氏 北出 成人 浦河 林 孝輝 B444－ 21：57．8� 63．7�
48 マンボスカイ 牝3黒鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 7．6�
47 カシノスターダスト �3黒鹿 56

55 ☆義 英真柏木 務氏 牧田 和弥 日高 白瀬 盛雄 492＋141：58．97 104．2�
713 デンコウアリオン 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 466－ 41：59．96 87．6�
611 リムーブザリミット 牡3鹿 56 V．シュミノー�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 492＋ 82：00．21� 19．2�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，174，000円 複勝： 81，769，700円 枠連： 21，494，900円
馬連： 68，001，500円 馬単： 33，566，300円 ワイド： 41，734，500円
3連複： 96，975，500円 3連単： 124，540，000円 計： 497，256，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 320円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 530円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 7，560円

票 数

単勝票数 計 291740 的中 � 116084（1番人気）
複勝票数 計 817697 的中 � 500850（1番人気）� 83322（2番人気）� 23234（6番人気）
枠連票数 計 214949 的中 （5－8） 57580（1番人気）
馬連票数 計 680015 的中 �� 117634（1番人気）
馬単票数 計 335663 的中 �� 33745（1番人気）
ワイド票数 計 417345 的中 �� 67656（1番人気）�� 18389（5番人気）�� 6169（14番人気）
3連複票数 計 969755 的中 ��� 26500（8番人気）
3連単票数 計1245400 的中 ��� 11934（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―13．2―13．0―12．6―12．5―12．8―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．9―49．9―1：02．5―1：15．0―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルムチャレンジ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．6．26 阪神4着

2014．4．4生 牡3黒鹿 母 タガノスティード 母母 セプテンバーソング 8戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンコウアリオン号・リムーブザリミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

2月7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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オーバーラッキー号・シェッドラスター号・ゼットラック号・テイエムメガパワー号・ディストワリリー号・

デッドポイント号・ハンズスミス号・ヒミノクリスエス号
※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。

01014 1月7日 晴 良 （29京都1）第2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）

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

816 タマモコーラス 牝3黒鹿54 岩田 康誠タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 440＋ 21：12．6 3．8�
23 スマートアムール 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 442－ 41：13．13 3．9�
11 スーサンゴー 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448± 01：13．52� 4．9�
612 ウィッシュノート 牝3黒鹿54 松若 風馬 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B428± 01：13．92� 23．3�
48 メイショウヒボタン 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 442＋ 21：14．11� 36．0	
47 タガノカピート 牝3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444± 0 〃 ハナ 7．1

510 ヤマカツバーバラ 牝3栗 54 田中 健山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 444－ 81：14．2クビ 10．7�
714 ソリティアリング 牝3芦 54 V．シュミノー �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 440－ 21：14．3� 46．5�

（仏）

36 プ ラ ト ヤ ヤ 牝3鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 寺島 良 浦河 大道牧場 460－101：14．51� 178．8
611 ミュルミューレ 牝3芦 54 太宰 啓介藤田 孟司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 忠幸 422＋141：14．6� 72．1�
59 クインズオレンジ 牝3鹿 54 川田 将雅亀田 和弘氏 中内田充正 新ひだか 佐竹 学 406－101：14．7� 25．3�
24 ネオレジェンド 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 456－ 41：15．02 9．1�
35 フレッチャペガサス 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 414－ 61：15．1� 102．3�
12 ティーティクイーン 牝3鹿 54 高倉 稜ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 460－ 21：15．63 50．6�
713 マヤアムール 牝3栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 432＋121：16．66 100．8�
815 グアナファト 牝3栗 54 S．フォーリー 飯田 良枝氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 440＋10 〃 クビ 166．0�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，734，000円 複勝： 50，409，800円 枠連： 16，433，900円
馬連： 66，034，500円 馬単： 31，704，200円 ワイド： 41，135，200円
3連複： 91，656，200円 3連単： 110，703，400円 計： 436，811，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 150円 � 150円 枠 連（2－8） 620円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 340円 �� 320円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 287340 的中 � 59146（1番人気）
複勝票数 計 504098 的中 � 107135（1番人気）� 85217（2番人気）� 84394（3番人気）
枠連票数 計 164339 的中 （2－8） 20351（2番人気）
馬連票数 計 660345 的中 �� 58411（1番人気）
馬単票数 計 317042 的中 �� 13202（4番人気）
ワイド票数 計 411352 的中 �� 30322（3番人気）�� 32738（1番人気）�� 30856（2番人気）
3連複票数 計 916562 的中 ��� 56770（1番人気）
3連単票数 計1107034 的中 ��� 13182（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．2―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモコーラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．5 京都11着

2014．4．16生 牝3黒鹿 母 タマモメロディ 母母 ニューメロディ 4戦1勝 賞金 7，600，000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。

第１回 京都競馬 第２日



01015 1月7日 晴 良 （29京都1）第2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）

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

24 スペシャルホース 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 512 ―1：54．2 10．5�
36 ダノンロッソ 牡3青鹿56 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 436 ―1：54．62� 2．7�
510 コンプリートベスト 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 470 ―1：55．66 9．0�
713 ウォーターマーズ 牡3芦 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 524 ―1：55．81� 71．8�
12 エイトクレイン 牝3鹿 54 �島 良太�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 436 ― 〃 クビ 35．6	
11 ニホンピロハニー 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 464 ―1：56．54 20．2

23 デルマハワイコウロ 牡3鹿 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 482 ― 〃 ハナ 85．5�
612 サンマルエンパイア 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 470 ―1：56．81� 71．4�
714 リセンティート 牡3鹿 56 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 512 ― 〃 ハナ 10．3
48 ビップハーデス 牡3栗 56 松田 大作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 山田牧場 506 ―1：57．01� 34．8�
59 ナムライーサン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 452 ― 〃 ハナ 34．7�
35 サザンブリーズ 牡3鹿 56 浜中 俊林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 506 ―1：57．31� 4．3�
611 オモイサイフ 牡3栗 56 松若 風馬小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 514 ―1：57．93� 34．0�
815 マイフォルテ 牡3黒鹿56 幸 英明窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 494 ―1：58．75 19．3�
816 ミスターフウジン 牡3黒鹿56 松山 弘平阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 492 ―2：01．7大差 10．6�
47 テイエムブギウギ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 438 ―2：05．5大差 166．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，139，400円 複勝： 34，972，800円 枠連： 19，888，000円
馬連： 51，048，500円 馬単： 26，419，000円 ワイド： 29，950，000円
3連複： 66，020，200円 3連単： 83，579，200円 計： 337，017，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 270円 � 130円 � 250円 枠 連（2－3） 960円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，550円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 34，960円

票 数

単勝票数 計 251394 的中 � 18981（5番人気）
複勝票数 計 349728 的中 � 27474（5番人気）� 91806（1番人気）� 30450（3番人気）
枠連票数 計 198880 的中 （2－3） 16008（5番人気）
馬連票数 計 510485 的中 �� 23729（5番人気）
馬単票数 計 264190 的中 �� 4816（14番人気）
ワイド票数 計 299500 的中 �� 11613（6番人気）�� 4719（16番人気）�� 13423（3番人気）
3連複票数 計 660202 的中 ��� 10987（10番人気）
3連単票数 計 835792 的中 ��� 1733（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．8―50．1―1：03．4―1：16．5―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

スペシャルホース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．4．14生 牡3黒鹿 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 デルマハワイコウロ号の調教師友道康夫は，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。
〔その他〕 サザンブリーズ号は，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。

スペシャルホース号は，最後の直線コースで外側に逃避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〕 ミスターフウジン号・テイエムブギウギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

2月7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 クインズヌーサ号

01016 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 ペプチドアルマ 牡5黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 470＋ 21：23．8 33．1�
12 � クールゼファー 牝4芦 54 S．フォーリー 橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 540＋ 41：24．22	 3．2�
（愛）

816 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 56 川田 将雅前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋14 〃 アタマ 77．0�

36 ヒラボクテイオー 牡5黒鹿57 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 532＋ 61：24．3クビ 7．6�
11 � サトノユニコーン 牡7鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B490＋101：24．51� 4．1�
35 ダノンメモリー 牡4鹿 56 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 532＋161：24．71 6．3	
713 イサチルホープ 牡5栗 57 秋山真一郎小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 476＋ 41：24．91	 4．2

611� バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 太宰 啓介中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 450＋ 21：25．0	 217．3�
24 カシノランド 牡5黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 470＋ 41：25．1	 50．2�
510� ワンダーオマージュ 牡5黒鹿57 黒岩 悠山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 556＋ 4 〃 アタマ 365．9
47 ヨドノナイト 牡5鹿 57 和田 竜二海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 506＋101：25．2クビ 97．7�
48 ゴットロマーネ 牡4栗 56 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 486＋141：25．41	 77．2�
714� ワンダーヴァローレ 牡5鹿 57

56 ☆
島 克駿山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ
アーム 518＋20 〃 ハナ 225．7�

815 ピースマーク 牡6鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 518＋ 61：26．03	 12．2�
59 � ケンブリッジヌーサ 牡4栗 56 藤懸 貴志中西 宏彰氏 小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 498－ 41：27．27 332．3�
（15頭）

612 メイショウマサカゼ 5黒鹿 57
54 ▲荻野 極松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 512＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，926，700円 複勝： 52，385，200円 枠連： 24，911，400円
馬連： 78，578，400円 馬単： 38，934，800円 ワイド： 44，163，400円
3連複： 107，397，200円 3連単： 145，014，300円 計： 529，311，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，310円 複 勝 � 670円 � 180円 � 1，770円 枠 連（1－2） 1，610円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 21，250円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 19，130円 �� 7，270円

3 連 複 ��� 184，740円 3 連 単 ��� 1，314，190円

票 数

単勝票数 差引計 379267（返還計 5626） 的中 � 9162（7番人気）
複勝票数 差引計 523852（返還計 9802） 的中 � 18032（7番人気）� 100018（2番人気）� 6272（11番人気）
枠連票数 差引計 249114（返還計 90） 的中 （1－2） 11988（6番人気）
馬連票数 差引計 785784（返還計 26007） 的中 �� 8909（18番人気）
馬単票数 差引計 389348（返還計 14109） 的中 �� 1374（47番人気）
ワイド票数 差引計 441634（返還計 19832） 的中 �� 4936（18番人気）�� 589（60番人気）�� 1559（43番人気）
3連複票数 差引計1073972（返還計 74376） 的中 ��� 436（178番人気）
3連単票数 差引計1450143（返還計 93134） 的中 ��� 80（1017番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．4―11．8―12．1―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―34．1―45．9―58．0―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドアルマ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．8．23 小倉3着

2012．4．17生 牡5黒鹿 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 20戦2勝 賞金 26，800，000円
〔競走除外〕 メイショウマサカゼ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 クライシス号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：5番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウマサカゼ号は，平成29年1月8日から平成29年2月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アイファーサンディ号・アテスト号・ウォーターミリオン号・ドゥドゥドゥ号・モンドール号
※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。



01017 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：56．8
1：56．1

良
良

48 ダノンオブザイヤー 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 504± 02：01．2 1．6�
714 ブラックスビーチ 牝3鹿 54 池添 謙一山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 438－ 42：01．3� 5．9�
35 カ ラ ル 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 18．4�
24 シャイニーピース 牡3鹿 56 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 484－ 22：01．4� 35．0�
23 ハヤブサピクシー 牝3鹿 54 北村 友一武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 390－ 82：01．82� 140．4	
612 ブラックカード 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442－ 6 〃 ハナ 19．0

47 ウインベラシアス 牡3栗 56 S．フォーリー �ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 492＋182：02．11� 48．3�

（愛）

611 メイショウカミシマ 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 442± 02：02．2� 16．1�
12 テイエムグルービー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 486± 02：02．73 14．2
59 カ ン ナ 牝3栗 54 松若 風馬石川 達絵氏 清水 久詞 日高 永村 侑 492± 02：03．01� 45．8�
36 レーヴムッシュー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �二風谷ファーム 千田 輝彦 日高 若林 順一 472－102：03．31� 326．4�
11 タガノアルーア 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426＋ 4 〃 クビ 183．7�
816 タガノヴァン 牡3黒鹿56 藤岡 康太八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 02：03．72� 8．9�
815 ベアスピード 牝3栗 54 川須 栄彦熊木 浩氏 高橋 康之 新ひだか 城地 清満 392－ 62：04．33� 161．9�
510 サンジェルヴェ 牡3青鹿56 V．シュミノー �社台レースホース浜田多実雄 安平 追分ファーム 468＋ 82：04．61� 24．6�

（仏）

（15頭）
713 ナ ム ラ マ ル 牡3鹿 56 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，355，700円 複勝： 80，566，100円 枠連： 18，386，900円
馬連： 69，556，300円 馬単： 41，394，100円 ワイド： 45，429，100円
3連複： 96，974，900円 3連単： 150，522，100円 計： 537，185，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 320円 枠 連（4－7） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 210円 �� 590円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 差引計 343557（返還計 4470） 的中 � 164170（1番人気）
複勝票数 差引計 805661（返還計 9728） 的中 � 461485（1番人気）� 80232（2番人気）� 25676（8番人気）
枠連票数 差引計 183869（返還計 103） 的中 （4－7） 35496（1番人気）
馬連票数 差引計 695563（返還計 13427） 的中 �� 135568（1番人気）
馬単票数 差引計 413941（返還計 5724） 的中 �� 59896（1番人気）
ワイド票数 差引計 454291（返還計 6172） 的中 �� 68189（1番人気）�� 17878（7番人気）�� 7984（14番人気）
3連複票数 差引計 969749（返還計 21334） 的中 ��� 27814（7番人気）
3連単票数 差引計1505221（返還計 39900） 的中 ��� 14758（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．5―48．7―1：00．8―1：13．1―1：25．5―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンオブザイヤー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orientate デビュー 2016．7．16 中京4着

2014．2．6生 牡3青鹿 母 レディジョアン 母母 Oatsee 5戦1勝 賞金 11，400，000円
〔出走取消〕 ナムラマル号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） 3頭 オフィーリア号・ケルビン号・モズズイウン号
※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。

01018 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

牝，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
1：33．0
1：30．7

良
良

47 ワールドフォーラブ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 446 ―1：36．4 2．3�
35 キャンディストーム 牝3鹿 54 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 464 ― 〃 クビ 23．6�
24 アオイサンライズ 牝3鹿 54 和田 竜二新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 400 ―1：36．82� 18．2�
59 メイショウミハル 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 480 ― 〃 クビ 24．3�
611 チャカレーラ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468 ―1：36．9クビ 14．9�
11 タンタグローリア 牝3鹿 54 川田 将雅	G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398 ― 〃 クビ 2．7

714 ピエナトビーズ 牝3青鹿54 古川 吉洋本谷 兼三氏 奥村 豊 浦河 岡本牧場 396 ―1：37．32� 189．0�
12 ワ タ ガ シ 牝3黒鹿54 岩田 康誠三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 大道牧場 432 ―1：37．4クビ 67．9�
48 ラーゴブルー 牝3栗 54 V．シュミノー 吉田 和美氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 ハナ 7．9

（仏）

612 ラ ー ケ ン 牝3鹿 54
51 ▲坂井 瑠星�稲原牧場 千田 輝彦 平取 稲原牧場 440 ― 〃 アタマ 265．2�

713 エイシンルックス 牝3鹿 54 幸 英明	栄進堂 高橋 康之 新ひだか 築紫 洋 438 ―1：37．82� 60．7�
23 サツキシラユリ 牝3黒鹿54 松若 風馬小野 博郷氏 湯窪 幸雄 新冠 ベルモント

ファーム 482 ―1：38．01� 140．3�
36 キ ス イ ン 牝3栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 松永 昌博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ― 〃 ハナ 47．9�
816 メメシャルドネ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二本谷 惠氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 418 ―1：38．21� 311．2�
510 レ ク セ ル 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448 ―1：38．4� 33．2�
815 エフヨンエフ 牝3黒鹿54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 浦河 榊原 敏明 476 ―1：38．82� 37．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，608，300円 複勝： 42，259，200円 枠連： 21，264，900円
馬連： 62，352，600円 馬単： 37，579，200円 ワイド： 39，527，400円
3連複： 85，089，200円 3連単： 130，798，200円 計： 455，479，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 440円 � 380円 枠 連（3－4） 1，150円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 910円 �� 920円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 45，220円

票 数

単勝票数 計 366083 的中 � 123902（1番人気）
複勝票数 計 422592 的中 � 106372（2番人気）� 19809（7番人気）� 23838（5番人気）
枠連票数 計 212649 的中 （3－4） 14263（3番人気）
馬連票数 計 623526 的中 �� 15183（10番人気）
馬単票数 計 375792 的中 �� 7211（12番人気）
ワイド票数 計 395274 的中 �� 11351（7番人気）�� 11257（8番人気）�� 3051（31番人気）
3連複票数 計 850892 的中 ��� 5159（34番人気）
3連単票数 計1307982 的中 ��� 2097（119番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．8―12．6―12．2―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．9―48．7―1：01．3―1：13．5―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．1
3 7，9（5，11）4（8，15）（1，16）（6，13）2（3，12）－14，10 4 7，9（5，11）4，8（1，15）（6，16）（2，13）（3，12）（14，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワールドフォーラブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2014．5．11生 牝3黒鹿 母 ユニバーサル 母母 エリモエクセル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アクロバットラン号・アスターストーリー号・アズユーウィッシュ号・アドマイヤアルパマ号・オレンジチェルロ号・

キャリコ号・キョウワヒラリー号・サウンドラブリー号・サダムベッピンサン号・ジョーカルーア号・
ステイウィズアンナ号・タガノアスワド号・ナリタアマリリス号・ピンクノミーナ号・ピンクリボン号・
モードザナゲット号・ヤマニンゲラノス号・ロマンチックワーク号

※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。



01019 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第7競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 ストライクイーグル 牡4青鹿56 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 B494± 01：59．1 1．4�
510 アースシンフォニー �5鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 484＋ 41：59．63 14．5�
35 ローデルバーン 牡4黒鹿56 川須 栄彦佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 470＋ 41：59．81� 31．3�
59 ミスティーフリップ 牡5栗 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 2 〃 クビ 3．8�
23 ミスターウインディ 牡4黒鹿56 松山 弘平阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 516± 01：59．9クビ 36．9	
24 コパノアラジン 牡4栗 56 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 526＋ 22：00．11� 31．6

612 モンストルコント 牡4黒鹿56 黛 弘人 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 クビ 90．8�
611 エ イ ム 牡4青鹿56 国分 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 464＋ 82：00．95 141．6�
12 カフジデンジャー 牡4鹿 56

55 ☆小崎 綾也加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 562＋142：01．0クビ 118．7
48 メイショウヤギリ 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 484＋ 42：01．1	 48．8�
714 ディスピュート 牡4鹿 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 432＋ 4 〃 ハナ 147．9�
36 アドマイヤデライト 牡4黒鹿56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 540＋262：01．2
 106．0�
713 カタヨクノテンシ 牡4鹿 56

55 ☆中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 512＋16 〃 クビ 138．3�
47 レッドジェイド 牡4青鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 512＋ 82：01．51	 81．6�
816 ゴールドファーム 牡4栗 56 幸 英明新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 492＋ 62：01．6クビ 17．5�
815� スターペスカンタ 牡5鹿 57 竹之下智昭河野和香子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 500－ 72：01．7	 44．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，460，300円 複勝： 94，898，300円 枠連： 25，533，200円
馬連： 77，580，300円 馬単： 46，397，000円 ワイド： 46，417，400円
3連複： 106，187，800円 3連単： 174，000，600円 計： 611，474，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 210円 � 350円 枠 連（1－5） 210円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 370円 �� 630円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 404603 的中 � 217270（1番人気）
複勝票数 計 948983 的中 � 635887（1番人気）� 48915（3番人気）� 23101（5番人気）
枠連票数 計 255332 的中 （1－5） 90934（1番人気）
馬連票数 計 775803 的中 �� 76462（2番人気）
馬単票数 計 463970 的中 �� 37011（3番人気）
ワイド票数 計 464174 的中 �� 35271（2番人気）�� 18585（5番人気）�� 6922（16番人気）
3連複票数 計1061878 的中 ��� 21470（9番人気）
3連単票数 計1740006 的中 ��� 16204（18番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．3―12．7―13．0―13．3―12．5―12．5―12．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―29．6―42．3―55．3―1：08．6―1：21．1―1：33．6―1：46．4

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストライクイーグル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Marquetry デビュー 2015．11．28 京都11着

2013．4．12生 牡4青鹿 母 ミスエアクラフト 母母 Silver in Flight 10戦2勝 賞金 19，220，000円

01020 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第8競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

815� ゼンノサーベイヤー 牡4栗 56 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko
Osako 512＋101：11．2 3．5�

59 コパノリスボン 牡4栗 56 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 506＋ 21：11．62	 5．1�
47 ヨウライフク 
5栗 57 S．フォーリー 小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B510＋ 6 〃 ハナ 20．0�

（愛）

611 ティップトップ 牝6鹿 55 藤岡 康太 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 516＋ 21：11．7クビ 24．3�

48 キャプテンシップ 牡5鹿 57 V．シュミノー 玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 528＋ 6 〃 クビ 6．9�
（仏）

24 ナリタロック 牡7栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 510＋ 81：11．8クビ 273．0	
713 アイファーサラオー 牡5鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 516＋ 81：11．9� 85．1

714� バーサーカー 牡5栗 57 秋山真一郎香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B510－ 2 〃 クビ 52．3�
11 サンライズトーク 
7芦 57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 504＋ 61：12．0クビ 20．4�
510 サーティグランド 牡5鹿 57

56 ☆義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 514＋141：12．1	 19．8
612 テーオーソルジャー 牡6栗 57 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 6 〃 同着 8．6�
23 � シゲルノマオイ 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 492＋ 21：12．41� 14．5�
816� ウォリアーズソウル 
5鹿 57 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana

Farms, LLC 512－ 21：12．72 5．5�
12 � メンカウラー 
6黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 米
Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B486＋ 41：12．8	 259．7�
36 マズルファイヤー 牡7青鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム B576－101：12．9クビ 34．3�
35 ジェントルハート 牝4栗 54

51 ▲坂井 瑠星前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 6 〃 アタマ 109．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，741，700円 複勝： 56，994，600円 枠連： 24，704，800円
馬連： 91，515，200円 馬単： 36，873，800円 ワイド： 52，983，800円
3連複： 123，685，900円 3連単： 144，960，300円 計： 566，460，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 170円 � 560円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，430円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 34，540円

票 数

単勝票数 計 347417 的中 � 78609（1番人気）
複勝票数 計 569946 的中 � 106492（1番人気）� 93838（2番人気）� 19438（11番人気）
枠連票数 計 247048 的中 （5－8） 40764（1番人気）
馬連票数 計 915152 的中 �� 82650（1番人気）
馬単票数 計 368738 的中 �� 16901（1番人気）
ワイド票数 計 529838 的中 �� 36189（1番人気）�� 9083（16番人気）�� 6296（25番人気）
3連複票数 計1236859 的中 ��� 10236（30番人気）
3連単票数 計1449603 的中 ��� 3042（85番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．9―46．8―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 ・（1，7）15（8，16）（6，5）9，4，12－（2，11）14，13－10，3 4 ・（1，7）15（6，8，16）9（5，4，12）（11，14）（2，13）10－3

勝馬の
紹 介

�ゼンノサーベイヤー �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．6．20 阪神2着

2013．2．1生 牡4栗 母 Eden’s Causeway 母母 North Of Eden 9戦3勝 賞金 33，902，000円
〔制裁〕 マズルファイヤー号の騎手岩田康誠は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：5番）
※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。
（非当選馬） 4頭 ギャラクシーエクス号・ディープミタカ号・ナムラボルト号・メイショウユメゴゼ号
※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。



01021 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第9競走 ��
��2，000�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 サトノリュウガ 牡3鹿 56 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478± 02：00．3 33．0�
44 エアウィンザー 牡3黒鹿56 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋102：00．4� 1．6�
89 プラチナムバレット 牡3芦 56 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 22：00．61� 5．2�
66 モーヴサファイア 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 ハナ 9．4�
11 ワンダープチュック 牡3黒鹿56 M．デムーロ山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 484＋ 6 〃 ハナ 9．1�
22 ダノンキングダム 牡3栗 56 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－ 42：00．7� 9．0	
77 プリンセスルーラー 牝3黒鹿54 福永 祐一大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 	川 啓一 484＋ 22：01．76 21．0

33 サルサディオーネ 牝3栗 54 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 486－ 62：03．8大差 106．1�
88 ディープウォーリア 牡3黒鹿56 V．シュミノー 中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 464＋ 42：05．18 29．2�
（仏）

（9頭）

売 得 金
単勝： 66，463，400円 複勝： 180，958，300円 枠連： 19，693，600円
馬連： 129，964，300円 馬単： 81，304，800円 ワイド： 66，785，300円
3連複： 161，322，100円 3連単： 388，748，200円 計： 1，095，240，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 410円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 2，360円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，550円 �� 190円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 41，520円

票 数

単勝票数 計 664634 的中 � 16070（8番人気）
複勝票数 計1809583 的中 � 28494（8番人気）� 1305265（1番人気）� 122928（2番人気）
枠連票数 計 196936 的中 （4－5） 6458（9番人気）
馬連票数 計1299643 的中 �� 46949（6番人気）
馬単票数 計 813048 的中 �� 7720（24番人気）
ワイド票数 計 667853 的中 �� 22948（10番人気）�� 9158（18番人気）�� 113457（1番人気）
3連複票数 計1613221 的中 ��� 40172（11番人気）
3連単票数 計3887482 的中 ��� 6787（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．2―47．5―59．7―1：13．0―1：25．2―1：37．3―1：48．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

サトノリュウガ 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．8．14 札幌4着

2014．3．17生 牡3鹿 母 サトノユリア 母母 ソニックグルーヴ 4戦2勝 賞金 16，824，000円
※サルサディオーネ号は，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。

01022 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第10競走 ��
��1，400�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時10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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

714 キタサンサジン 牡5栗 57 川須 栄彦�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 532＋ 61：23．1 6．3�
815 コウエイエンブレム 牡4栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 526± 0 〃 クビ 4．3�
36 サウススターマン 牡6黒鹿57 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 520＋121：23．2クビ 13．7�
11 � テーオーヘリオス 牡5鹿 57 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 524＋181：23．3	 5．0�
12 メイショウアイアン 牡7鹿 57 
島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 494－ 61：23．4クビ 50．9�
48 ア ル タ イ ル 牡5栗 57 V．シュミノー 藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B484＋ 21：23．5	 9．7	

（仏）

47 エリアコンプリート 牡8栗 57 幸 英明前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 480＋ 61：23．71 297．0

24 ダノンフェイス 牡4黒鹿56 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 532＋ 81：23．91� 4．2�
713 ブラックジョー �4青鹿56 M．デムーロ山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480＋ 81：24．11 14．4
611 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿57 中谷 雄太玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B516＋ 6 〃 クビ 35．4�
510� エイシンバランサー 牡5芦 57 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B480＋ 21：24．2	 16．8�
35 ランドマーキュリー 牡7栗 57 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 530＋ 81：24．41 145．1�
59 ゴーインググレート 牡7栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 490＋ 61：25．03� 27．4�
612 ラブミークン 牡5栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 504＋ 41：25．21 93．4�
816 コウエイタケル 牡6鹿 57 松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 500＋ 8 〃 クビ 52．6�
23 コスタアレグレ 牡7栗 57 S．フォーリー 安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 498＋101：25．62� 219．7�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，525，300円 複勝： 100，335，500円 枠連： 39，072，700円
馬連： 190，178，400円 馬単： 69，566，900円 ワイド： 93，886，000円
3連複： 269，726，400円 3連単： 320，239，600円 計： 1，142，530，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 170円 � 280円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 410円 �� 820円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 19，490円

票 数

単勝票数 計 595253 的中 � 74712（4番人気）
複勝票数 計1003355 的中 � 157524（2番人気）� 169967（1番人気）� 77395（6番人気）
枠連票数 計 390727 的中 （7－8） 33902（2番人気）
馬連票数 計1901784 的中 �� 117796（2番人気）
馬単票数 計 695669 的中 �� 19483（7番人気）
ワイド票数 計 938860 的中 �� 62548（1番人気）�� 28564（8番人気）�� 26215（11番人気）
3連複票数 計2697264 的中 ��� 51746（9番人気）
3連単票数 計3202396 的中 ��� 11909（39番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．6―11．9―11．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．7―46．6―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンサジン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．1．17 京都2着

2012．2．16生 牡5栗 母 キタサンヒメ 母母 キタサンクイン 18戦5勝 賞金 103，708，000円
※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 ナンヨーカノン号・ヒロブレイブ号
※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。



01023 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第11競走 ��
��1，200�

よどたんきょり

淀短距離ステークス
発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 セイウンコウセイ 牡4栗 55 松田 大作西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 494＋ 21：08．0 10．1�
612 セカンドテーブル 牡5栗 56 武 豊山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 484＋ 21：08．21	 3．8�
36 ラインスピリット 牡6黒鹿58 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446＋ 21：08．3
 31．1�
47 アットウィル 牡7栗 56 北村 友一宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 500＋ 21：08．51� 19．7�
59 シンボリディスコ 牡7栗 56 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 494＋ 41：08．6クビ 45．2�
24 � ヒルノデイバロー 牡6黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B522＋ 21：08．7
 14．7	
12 ローレルベローチェ 牡6栗 58 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 504± 0 〃 クビ 7．1

35  トータルヒート 牝6栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 466＋ 81：08．8クビ 16．0�
11 サドンストーム 牡8栗 57 S．フォーリー 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 484＋ 2 〃 ハナ 46．5
（愛）

815 フミノムーン 牡5栗 56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 464＋ 41：09．01� 3．6�
713 トウショウピスト 牡5鹿 56 C．ルメールトウショウ産業� 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 494＋ 81：09．1� 6．8�
510 ホッコーサラスター 牝6鹿 54 池添 謙一北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 474－ 41：09．2� 51．7�
48 � オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿56 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 486＋ 6 〃 ハナ 40．8�
714 ジャストドゥイング 牡5鹿 56 藤岡 康太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 560＋ 61：09．41	 54．3�
23 ヤサカオディール 牝8黒鹿54 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 438－101：09．5
 414．8�
816 ラズールリッキー 牝4黒鹿53 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 448－ 21：09．6クビ 100．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，977，100円 複勝： 146，157，300円 枠連： 85，702，200円
馬連： 390，504，100円 馬単： 140，786，600円 ワイド： 171，662，700円
3連複： 577，350，600円 3連単： 777，027，300円 計： 2，393，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 330円 � 170円 � 770円 枠 連（6－6） 2，120円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 760円 �� 5，050円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 15，750円 3 連 単 ��� 85，350円

票 数

単勝票数 計1039771 的中 � 81809（5番人気）
複勝票数 計1461573 的中 � 106254（5番人気）� 295537（1番人気）� 38931（11番人気）
枠連票数 計 857022 的中 （6－6） 31260（8番人気）
馬連票数 計3905041 的中 �� 159275（5番人気）
馬単票数 計1407866 的中 �� 24877（12番人気）
ワイド票数 計1716627 的中 �� 61214（5番人気）�� 8428（52番人気）�� 23604（17番人気）
3連複票数 計5773506 的中 ��� 27488（46番人気）
3連単票数 計7770273 的中 ��� 6600（260番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．4―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．5―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．9
3 2，11（7，16）12，8（6，14）13（9，1，15）10（3，4）5 4 ・（2，11）（7，12，16）（6，8，14，13）9（1，15）（3，5，10，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セイウンコウセイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2015．6．27 東京8着

2013．3．8生 牡4栗 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear 13戦5勝 賞金 78，287，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 キャンディバローズ号・ベルルミエール号
※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。

01024 1月7日 晴 良 （29京都1）第2日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
1：31．4
1：30．7

良
良

35 スペシャルギフト �6栗 57 北村 友一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：34．2 23．7�
11 デンコウリキ 牡7黒鹿57 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 522＋12 〃 アタマ 83．0�
59 フォールインラブ 牝4黒鹿54 古川 吉洋�田 昌久氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 458＋121：34．62	 6．5�
510 サウンドアプローズ 牡5黒鹿57 福永 祐一増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494＋ 2 〃 アタマ 8．7�
12 ナイトオブナイツ 牡4栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス	 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 アタマ 4．9

815 エルビッシュ 牝4黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438± 01：34．7
 13．5�
47 ヤマカツボーイ 牡5黒鹿 57

54 ▲荻野 極山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466＋ 21：34．8クビ 13．9�
24 サンライズクロンヌ 牡4栗 56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 B484± 01：35．01� 6．2
23 アドマイヤスカイ 牡5青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：35．1	 31．9�
611 タガノカムイ 牡5栗 57 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－10 〃 ハナ 15．1�
713 シルヴァーグレイス 牝7鹿 55 秋山真一郎吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B466± 01：35．31� 85．3�
48 マイネルネーベル 牡5鹿 57 V．シュミノー 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 2 〃 クビ 18．7�

（仏）

714 サイモンラムセス 牡7鹿 57 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B458＋ 8 〃 ハナ 33．0�
816 ジョーアラタ 牡5鹿 57 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 498＋ 41：35．51� 4．7�
36 サンレイルージュ 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 462＋ 31：36．77 212．6�
612� マ デ ィ デ ィ �4鹿 56 S．フォーリー 	ラ・メール 友道 康夫 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

466＋ 81：38．29 74．4�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，942，700円 複勝： 114，034，900円 枠連： 56，336，500円
馬連： 203，780，400円 馬単： 76，429，800円 ワイド： 111，746，600円
3連複： 280，272，000円 3連単： 354，610，400円 計： 1，272，153，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 730円 � 1，700円 � 290円 枠 連（1－3） 7，040円

馬 連 �� 63，400円 馬 単 �� 76，630円

ワ イ ド �� 14，400円 �� 3，460円 �� 9，010円

3 連 複 ��� 179，500円 3 連 単 ��� 1，254，100円

票 数

単勝票数 計 749427 的中 � 25279（10番人気）
複勝票数 計1140349 的中 � 39488（10番人気）� 15898（13番人気）� 118661（4番人気）
枠連票数 計 563365 的中 （1－3） 6201（25番人気）
馬連票数 計2037804 的中 �� 2491（92番人気）
馬単票数 計 764298 的中 �� 748（158番人気）
ワイド票数 計1117466 的中 �� 1991（88番人気）�� 8408（44番人気）�� 3191（75番人気）
3連複票数 計2802720 的中 ��� 1171（328番人気）
3連単票数 計3546104 的中 ��� 205（2021番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．1―12．0―12．1―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．3―47．4―59．4―1：11．5―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．8
3 1，6，16，5，10（2，7，12）11，3（4，8，13）（9，15）－14 4 1（6，16）5，10（2，7）（4，11，12）（9，3，13）8，15－14

勝馬の
紹 介

スペシャルギフト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2014．1．13 京都1着

2011．4．9生 �6栗 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 17戦4勝 賞金 47，013，000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。



（29京都1）第2日 1月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

217，270，000円
15，030，000円
1，310，000円
24，000，000円
72，348，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
572，048，600円
1，035，741，700円
373，423，000円
1，479，094，500円
660，956，500円
785，421，400円
2，062，658，000円
2，904，743，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，874，087，300円

総入場人員 16，778名 （有料入場人員 15，991名）
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