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01049 1月17日 晴 重 （29京都1）第5日 第1競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

47 ポルタディソーニ 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 416－101：13．1 12．2�

11 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 S．フォーリー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B486＋ 4 〃 クビ 14．8�
（愛）

713 キセキノホシ 牡3鹿 56 M．デムーロサイプレスホールディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 488－ 41：13．2クビ 4．3�
59 ハシレマサムネ 牡3鹿 56 C．ルメール 塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 アタマ 5．4�
48 ダブルミステリー 牝3栗 54 浜中 俊西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 61：13．41� 25．4�
510 テイエムアカツキ 牡3栗 56 松若 風馬竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 500＋ 21：13．61� 16．3�
714 ナムラヘラクレス 牡3鹿 56 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 486＋161：13．81� 30．7	
12 スマートサクソン 牝3芦 54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 510＋24 〃 アタマ 15．3


24 エイシンブリッツ 牡3栗 56 幸 英明�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 484－ 81：14．11� 9．5�
36 ミツルファミリー 牡3鹿 56 和田 竜二泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 504＋ 21：14．52	 4．4
611 メイショウルーシー 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 418＋ 41：14．6クビ 14．0�
612 エスケイフェスタ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 410＋ 61：14．81	 151．7�
35 ディアパリス 牡3鹿 56 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 小島牧場 456＋141：14．9� 30．0�
23 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56 川須 栄彦山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 426＋ 41：15．21� 39．2�
815 アグネスヒテン 牝3鹿 54 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 436＋ 61：15．73 58．5�
816 ポライトリー 牡3栗 56 太宰 啓介重松 國建氏 加藤 敬二 新ひだか 荒木 貴宏 470± 0 〃 アタマ 205．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，472，700円 複勝： 35，941，200円 枠連： 12，226，500円
馬連： 53，158，600円 馬単： 24，455，200円 ワイド： 36，756，100円
3連複： 81，303，500円 3連単： 89，612，400円 計： 357，926，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 370円 � 520円 � 170円 枠 連（1－4） 3，570円

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 21，300円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 1，010円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 92，940円

票 数

単勝票数 計 244727 的中 � 15948（5番人気）
複勝票数 計 359412 的中 � 22687（5番人気）� 15033（9番人気）� 69058（2番人気）
枠連票数 計 122265 的中 （1－4） 2650（17番人気）
馬連票数 計 531586 的中 �� 3606（36番人気）
馬単票数 計 244552 的中 �� 861（73番人気）
ワイド票数 計 367561 的中 �� 2941（34番人気）�� 9548（8番人気）�� 9119（9番人気）
3連複票数 計 813035 的中 ��� 5777（29番人気）
3連単票数 計 896124 的中 ��� 699（285番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―12．5―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．3―47．8―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルタディソーニ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．10．29 京都8着

2014．4．27生 牝3鹿 母 イズミコマンダー 母母 イズミレディ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アクラー号
（非抽選馬） 1頭 メイトサン号
※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。

01050 1月17日 晴 重 （29京都1）第5日 第2競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

712 ゼンノワスレガタミ 牡3鹿 56 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 472－ 21：53．0 5．0�
34 シンギュラリティ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 498－ 81：53．21� 6．7�
58 ウイングオーシャン 牡3鹿 56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 浦河 村中牧場 526± 01：53．3� 64．9�
46 フィアマロッサ 牝3栗 54 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504－201：53．61� 9．9�
22 カ ナ イ オ 牡3鹿 56 浜中 俊守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476－101：53．7クビ 11．8�
57 ジューンスキント 牡3栗 56

55 ☆義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 468± 01：54．01� 72．3	
69 フォレストタウン 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 528＋ 61：54．1� 2．1

610 ナムラバウアー 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 440－121：54．95 104．4�
711 モズカタクラ 牡3栗 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 464＋ 21：55．11� 92．1
45 ディストワリリー 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 高橋フアーム 452－ 61：55．74 167．5�
814 リ ガ ス 牡3芦 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 516＋281：56．01� 8．5�
11 オーバーラッキー 牡3黒鹿56 和田 竜二難波 経雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 平野牧場 496－ 21：56．1� 34．7�
33 ブルベアバック 牡3鹿 56 高倉 稜 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 432＋ 41：56．52� 33．9�
813 シゲルドーベルマン 牡3栗 56 幸 英明森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 山岡ファーム 452－ 41：57．13� 36．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，078，100円 複勝： 45，324，500円 枠連： 11，239，600円
馬連： 50，991，500円 馬単： 27，667，000円 ワイド： 32，295，900円
3連複： 74，938，800円 3連単： 103，254，800円 計： 371，790，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 260円 � 300円 � 1，710円 枠 連（3－7） 1，570円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 670円 �� 4，340円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 36，000円 3 連 単 ��� 137，600円

票 数

単勝票数 計 260781 的中 � 41396（2番人気）
複勝票数 計 453245 的中 � 51935（2番人気）� 41823（3番人気）� 5771（11番人気）
枠連票数 計 112396 的中 （3－7） 5524（6番人気）
馬連票数 計 509915 的中 �� 20474（6番人気）
馬単票数 計 276670 的中 �� 5836（11番人気）
ワイド票数 計 322959 的中 �� 13154（6番人気）�� 1856（36番人気）�� 1662（41番人気）
3連複票数 計 749388 的中 ��� 1561（84番人気）
3連単票数 計1032548 的中 ��� 544（344番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．7―12．6―12．6―12．6―12．9―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．3―48．9―1：01．5―1：14．1―1：27．0―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノワスレガタミ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神5着

2014．1．26生 牡3鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 2戦1勝 賞金 5，700，000円

第１回 京都競馬 第５日〔代替競馬〕



01051 1月17日 晴 重 （29京都1）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 ヴィルデローゼ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 61：24．5 3．4�
12 スマートレイチェル 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486± 01：25．03 2．1�
510 ファミーユボヌール 牝3黒鹿54 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：25．31� 4．7�
47 プ ロ ー チ ダ 牝3黒鹿54 V．シュミノー�谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 448－ 61：26．47 16．4�

（仏）

815 タマモブローチ 牝3青鹿54 池添 謙一タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 442＋ 81：26．5� 17．5	
816 スーサンフェアリー 牝3栗 54 和田 竜二林 千枝子氏 柴田 光陽 新冠 協和牧場 432－101：26．71� 37．1

48 コパノオリジナル 牝3鹿 54 国分 優作小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 442－ 6 〃 クビ 113．2�
11 サンデーミネルバ 牝3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 452－ 61：26．91� 19．9�
24 イチザヒロイン 牝3鹿 54 太宰 啓介奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 442－ 81：27．21� 152．4
36 ワタシノロザリオ 牝3青鹿54 	島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 440＋10 〃 アタマ 251．3�
23 メイショウシラサギ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 B444＋ 41：27．41� 229．5�
714 メイショウユウワ 牝3栗 54 川島 信二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 岡部牧場 426－ 81：27．5� 109．3�
35 ネオヴェッキオ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 464＋ 41：27．71� 59．2�
612 シゲルビッグホーン 牝3栗 54 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 452＋ 21：28．23 42．3�
59 トーホウボニータ 牝3芦 54 高倉 稜東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 424＋ 61：28．41� 58．7�
713 プ ラ ネ テ ス 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星小田 吉男氏 森 秀行 日高 天羽 禮治 436－ 81：28．82� 165．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，454，600円 複勝： 38，909，200円 枠連： 14，458，500円
馬連： 51，565，600円 馬単： 32，640，800円 ワイド： 35，824，200円
3連複： 84，381，300円 3連単： 137，131，700円 計： 422，365，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 140円 �� 220円 �� 190円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 274546 的中 � 63604（2番人気）
複勝票数 計 389092 的中 � 80084（2番人気）� 131471（1番人気）� 61325（3番人気）
枠連票数 計 144585 的中 （1－6） 33157（1番人気）
馬連票数 計 515656 的中 �� 119077（1番人気）
馬単票数 計 326408 的中 �� 31292（2番人気）
ワイド票数 計 358242 的中 �� 73443（1番人気）�� 34832（3番人気）�� 44937（2番人気）
3連複票数 計 843813 的中 ��� 190636（1番人気）
3連単票数 計1371317 的中 ��� 54455（3番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．3―12．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．7―47．0―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィルデローゼ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．10．22 京都4着

2014．2．26生 牝3黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 4戦1勝 賞金 10，100，000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 ピカロ号
※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。

01052 1月17日 晴 重 （29京都1）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40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

33 ノーブルサターン 牡3黒鹿56 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 21：53．3 59．0�
66 シ ロ ニ イ 牡3白 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506± 01：53．51� 3．3�
67 タスクフォース 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 540－ 8 〃 クビ 14．5�
44 サウスザスナイパー 牡3黒鹿56 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 522＋ 41：53．81	 3．2�
811 コ ー カ ス 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋101：54．43	 4．1�
55 デ フ ィ 牡3鹿 56 M．デムーロ佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 516＋ 2 〃 アタマ 7．1	
79 フォーカード 牡3栗 56 小牧 太�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 478－ 2 〃 クビ 25．0

22 マイブルーヘブン 牡3鹿 56 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 462＋ 21：54．61� 14．5�
810 テイエムチューハイ 牡3黒鹿56 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 438＋ 41：54．91
 140．4�
11 スズカロング 牡3鹿 56 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480＋ 4 〃 クビ 23．9
78 リトルプリンス 牡3黒鹿56 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 516＋101：55．85 41．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，803，800円 複勝： 53，471，500円 枠連： 11，521，500円
馬連： 62，930，400円 馬単： 36，458，400円 ワイド： 40，903，100円
3連複： 90，212，700円 3連単： 146，316，400円 計： 480，617，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，900円 複 勝 � 970円 � 140円 � 340円 枠 連（3－6） 7，100円

馬 連 �� 11，450円 馬 単 �� 27，340円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 6，240円 �� 660円

3 連 複 ��� 20，130円 3 連 単 ��� 182，890円

票 数

単勝票数 計 388038 的中 � 5256（10番人気）
複勝票数 計 534715 的中 � 10249（10番人気）� 145227（1番人気）� 34376（6番人気）
枠連票数 計 115215 的中 （3－6） 1256（20番人気）
馬連票数 計 629304 的中 �� 4258（28番人気）
馬単票数 計 364584 的中 �� 1000（59番人気）
ワイド票数 計 409031 的中 �� 4491（24番人気）�� 1618（39番人気）�� 16912（6番人気）
3連複票数 計 902127 的中 ��� 3360（52番人気）
3連単票数 計1463164 的中 ��� 580（390番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．9―13．1―13．5―12．9―12．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．5―50．6―1：04．1―1：17．0―1：29．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルサターン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神12着

2014．5．8生 牡3黒鹿 母 クロスマイハート 母母 ビューティフルゴールド 7戦2勝 賞金 15，300，000円



01053 1月17日 曇 稍重 （29京都1）第5日 第5競走 ��
��1，800�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
1：43．9
1：43．9

良
良

816 サトノクロニクル 牡3鹿 56 V．シュミノー 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452－ 41：50．5 1．8�
（仏）

713 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿56 S．フォーリー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 476－ 21：50．71� 9．5�
（愛）

815 モズカッチャン 牝3黒鹿54 和田 竜二 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 476± 01：50．8	 131．5�
36 エイシンスレイマン 牡3鹿 56 武 豊�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 470＋ 21：50．9	 7．8�
35 マスターコード 牡3黒鹿56 C．ルメール �G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：51．21	 5．1�
23 アドマイヤアロー 牝3鹿 54 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 436－ 61：51．41 26．4	
510 メイショウラプター 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 472± 01：51．93 15．7

11 ハギノアレス 牡3鹿 56 M．デムーロ安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 498－ 61：52．0	 10．0�
47 ナムラボンド 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 428＋18 〃 ハナ 69．7�
48 ナリタクローネ 牡3鹿 56 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 458－ 41：52．21� 302．1
12 エンジェルヘイロウ 牡3黒鹿56 福永 祐一西森 鶴氏 目野 哲也 様似 清水スタッド 530＋16 〃 アタマ 75．8�
611 オフィーリア 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B398－ 6 〃 クビ 163．9�

59 ロードコランダム 牡3黒鹿56 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 462－ 81：52．3クビ 82．7�
714 サウンドテーブル 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 484－ 21：52．4
 64．8�
24 ベルエシャンス 牝3黒鹿54 幸 英明新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 454－ 81：52．61
 102．8�
612 モズズイウン 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗 �キャピタル・システム 西村 真幸 日高 目黒牧場 404－ 21：53．02
 280．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，902，800円 複勝： 70，190，600円 枠連： 20，128，200円
馬連： 66，342，200円 馬単： 42，249，800円 ワイド： 48，008，400円
3連複： 97，997，600円 3連単： 167，318，900円 計： 557，138，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，570円 枠 連（7－8） 850円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，300円 �� 8，540円

3 連 複 ��� 26，100円 3 連 単 ��� 65，250円

票 数

単勝票数 計 449028 的中 � 193255（1番人気）
複勝票数 計 701906 的中 � 305818（1番人気）� 67259（4番人気）� 5752（12番人気）
枠連票数 計 201282 的中 （7－8） 18286（3番人気）
馬連票数 計 663422 的中 �� 55803（4番人気）
馬単票数 計 422498 的中 �� 24474（4番人気）
ワイド票数 計 480084 的中 �� 32891（4番人気）�� 3541（25番人気）�� 1350（50番人気）
3連複票数 計 979976 的中 ��� 2815（60番人気）
3連単票数 計1673189 的中 ��� 1859（180番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．3―12．3―13．8―13．3―12．9―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．2―47．5―1：01．3―1：14．6―1：27．5―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F35．9
3 14－1，10（2，16）15（6，13）（5，7）（9，11）（3，8）12，4 4 ・（14，1）10（2，15，16）（6，13）5（9，7）（11，8）（12，3）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノクロニクル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Intikhab デビュー 2016．12．18 阪神2着

2014．3．13生 牡3鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ハギノアレス号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・

14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。

01054 1月17日 曇 稍重 （29京都1）第5日 第6競走 ��
��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

612� チリーシルバー 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest
Farm, LLC 492 ―1：37．4 6．0�

23 ジョーカルーア 牝3芦 54 池添 謙一上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 524 ―1：37．71� 19．7�
47 ホープバイオ 牡3鹿 56 和田 竜二バイオ� 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 428 ―1：37．8� 29．9�
36 ニシノフローラル 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 508 ―1：37．9	 5．5�
11 オレンジチェルロ 牝3栗 54 浜中 俊�KTレーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 482 ―1：38．11
 32．7�
35 モードザナゲット 牝3黒鹿54 川島 信二竹本いずみ氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 510 ―1：38．2	 9．8	
48 ヤマニンゲラノス 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼土井 肇氏 斉藤 崇史 浦河 廣田 伉助 464 ―1：38．3	 64．2

611 ティンガティンガ 牡3芦 56 幸 英明新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 460 ―1：38．51
 79．7�
510 フェブマカナ 牡3黒鹿56 太宰 啓介釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 456 ―1：38．6	 43．5�
816 キ ャ リ コ 牝3鹿 54 V．シュミノー 吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 ハナ 4．1

（仏）

713 メイショウマトイ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482 ―1：38．7	 23．5�
12 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 福永 祐一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 480 ― 〃 アタマ 9．1�
815 アドマイヤアルパマ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 クビ 6．4�

（アドマイヤクレバー）

714 ステイウィズアンナ 牝3黒鹿54 秋山真一郎吉田 千津氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 408 ―1：38．91
 56．5�
59 ロマンチックワーク 牝3鹿 54 S．フォーリー �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 462 ―1：39．53	 21．1�

（愛）

24 アズユーウィッシュ 牝3栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：42．3大差 43．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，869，500円 複勝： 42，064，700円 枠連： 22，312，100円
馬連： 59，599，800円 馬単： 28，745，600円 ワイド： 39，914，100円
3連複： 84，899，700円 3連単： 105，916，700円 計： 416，322，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 570円 � 920円 枠 連（2－6） 4，490円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 3，540円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 41，720円 3 連 単 ��� 162，340円

票 数

単勝票数 計 328695 的中 � 43542（3番人気）
複勝票数 計 420647 的中 � 50877（4番人気）� 18386（7番人気）� 10795（11番人気）
枠連票数 計 223121 的中 （2－6） 3851（19番人気）
馬連票数 計 595998 的中 �� 7310（21番人気）
馬単票数 計 287456 的中 �� 2321（33番人気）
ワイド票数 計 399141 的中 �� 5095（17番人気）�� 2901（39番人気）�� 1706（61番人気）
3連複票数 計 848997 的中 ��� 1526（133番人気）
3連単票数 計1059167 的中 ��� 473（515番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―36．9―49．5―1：01．9―1：14．1―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チリーシルバー �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Johannesburg 初出走

2014．4．24生 牝3栗 母 Jacey’s Reward 母母 Kissing Gate 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ロマンチックワーク号の騎手S．フォーリーは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・15番）

ヤマニンゲラノス号の騎手岩崎翼は，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50，000円。（被害馬：1番・5
番・11番）

〔その他〕 ロマンチックワーク号は，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。
※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 アスターストーリー号・ゴールドハット号・セイウンニジョーズ号・ピンクリボン号
※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。



01055 1月17日 晴 重 （29京都1）第5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 エイシンカーニバル 牡5栗 57 C．ルメール�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 474－ 21：11．0 3．3�
47 オンリーワンスター 牝4鹿 54

51 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448＋ 21：12．06 11．1�
612 レッツイットラン 牡5栗 57 浜中 俊深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 498＋ 41：12．1� 12．9�
36 ショウナンカイドウ 牡4栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B540＋ 41：12．31� 20．4�
59 マ リ エ ラ 牡4鹿 56 M．デムーロ栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 538－ 21：12．4� 2．8	
24 タイキラトナンジュ 牡5鹿 57 松若 風馬�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458＋ 4 〃 ハナ 60．7

12 クリノサンレオ 牡4栗 56

53 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438－ 21：12．6� 27．3�
35 エピックウィン 牡5黒鹿57 和田 竜二小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 484± 0 〃 ハナ 10．7�
815	 モ ン ド ー ル 牡4栗 56 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 474＋ 41：13．02� 28．8
713	 エイシンダーラ 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：13．1� 23．6�
23 コウユーハレワタル 牡5鹿 57 水口 優也加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 448＋ 61：13．2クビ 111．7�
714 プリンシパルスター 牡4青鹿56 S．フォーリー �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456± 01：13．3� 49．4�

（愛）

11 ア テ ス ト 牝4栗 54 酒井 学山本 武司氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 454± 01：13．93� 199．9�
816 シゲルクロマグロ 牡4黒鹿56 �島 良太森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 536＋281：14．22 95．7�
48 イソノヴィグラス 牡4栗 56 高倉 稜岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 480＋ 41：14．62� 47．9�
510 ハトマークレディ 牝4鹿 54 幸 英明山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 412＋141：15．02� 10．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，148，800円 複勝： 44，248，100円 枠連： 20，220，800円
馬連： 72，721，700円 馬単： 36，296，500円 ワイド： 48，602，400円
3連複： 108，440，600円 3連単： 150，398，900円 計： 512，077，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 310円 � 270円 枠 連（4－6） 1，380円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 830円 �� 580円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 23，830円

票 数

単勝票数 計 311488 的中 � 74104（2番人気）
複勝票数 計 442481 的中 � 99671（2番人気）� 30845（5番人気）� 37291（3番人気）
枠連票数 計 202208 的中 （4－6） 11276（5番人気）
馬連票数 計 727217 的中 �� 29236（6番人気）
馬単票数 計 362965 的中 �� 8157（11番人気）
ワイド票数 計 486024 的中 �� 15085（9番人気）�� 22383（2番人気）�� 5724（23番人気）
3連複票数 計1084406 的中 ��� 12351（19番人気）
3連単票数 計1503989 的中 ��� 4574（58番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．9―12．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．2―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 15（9，12）7，11－（5，16）（1，10）（6，13）2，4，8，14－3 4 15（9，12）（7，11）－5－（1，16，6）2（4，10，13）（8，14）－3

勝馬の
紹 介

エイシンカーニバル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．7．26 中京7着

2012．2．14生 牡5栗 母 エーシンアマゾーン 母母 ワイオミングガール 15戦2勝 賞金 32，300，000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 サウスリバティー号・ヒーローメーカー号
※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。

01056 1月17日 晴 重 （29京都1）第5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

11 クリノリトミシュル 牝4鹿 54 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 490－ 61：51．0 2．4�
34 ロイヤルパンプ 牡5栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 536＋ 41：51．42� 6．0�
22 コパノチャーリー 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 524＋ 6 〃 ハナ 16．2�
23 イーストオブザサン 牡4黒鹿56 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 484＋ 41：51．82� 12．6�
46 ウエスタンパレード 牡6栗 57 小牧 太 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 516＋ 41：52．0	 13．8�
35 スズカウラノス 牡8鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 480＋ 21：52．1	 62．1	
47 サンライズワールド 
7栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456－ 21：52．31� 29．9

814 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± 01：52．4クビ 185．0�
712 ディグニファイド 牡5栗 57 川島 信二 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B538＋16 〃 クビ 28．0
58 シーリーヴェール 牡6青鹿57 S．フォーリー �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 494＋ 21：52．5クビ 22．3�

（愛）

610� ダイシンロイ 牡6黒鹿57 池添 謙一大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 41：52．82 240．3�

815 メイショウカマクラ 牡4青鹿56 酒井 学松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 532＋121：53．33 22．5�
59 ゴーイングベル 牡7芦 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 522＋121：53．4� 93．5�
611 ゼンノタヂカラオ 牡4黒鹿56 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 502－ 21：54．57 4．6�
713 オーロラポラリス 牡5鹿 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：55．13� 16．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，307，200円 複勝： 54，548，300円 枠連： 21，799，900円
馬連： 84，243，300円 馬単： 41，943，700円 ワイド： 54，442，900円
3連複： 129，004，400円 3連単： 184，433，700円 計： 607，723，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 410円 枠 連（1－3） 600円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 290円 �� 810円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 373072 的中 � 121217（1番人気）
複勝票数 計 545483 的中 � 174899（1番人気）� 71267（2番人気）� 22025（8番人気）
枠連票数 計 217999 的中 （1－3） 28006（1番人気）
馬連票数 計 842433 的中 �� 108069（1番人気）
馬単票数 計 419437 的中 �� 33763（1番人気）
ワイド票数 計 544429 的中 �� 55233（1番人気）�� 16244（8番人気）�� 9969（14番人気）
3連複票数 計1290044 的中 ��� 36470（5番人気）
3連単票数 計1844337 的中 ��� 17331（7番人気）

ハロンタイム 12．1―11．7―13．1―12．5―12．5―12．4―12．3―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．8―36．9―49．4―1：01．9―1：14．3―1：26．6―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノリトミシュル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．12 函館5着

2013．3．30生 牝4鹿 母 ツルマルミホ 母母 ラ イ リ ス ト 22戦3勝 賞金 57，976，000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。



01057 1月17日 晴 重 （29京都1）第5日 第9競走 ��
��1，800�

みやび

雅 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，28．1．16以降29．1．8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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

22 � コクスイセン 牡4黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 寺島 良 登別 ユートピア牧場 512＋101：51．4 5．0�
58 サンライズアルブル 牡6黒鹿54 C．ルメール 松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 21：51．71� 22．1�
47 ヒロブレイブ 牡4鹿 54 	島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 480＋ 4 〃 クビ 18．1�
11 ブ チ コ 牝5白 55．5 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 21：51．91 3．1�
23 ロードフォワード 牡6青鹿54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 6 〃 クビ 12．9�
713 アテンファースト 牡7栗 53 太宰 啓介玉置 潔氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B496＋ 6 〃 アタマ 34．4	
611 マルカウォーレン 牡5黒鹿55 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508－ 81：52．0
 3．7

46 タガノハヤテ 牡6栗 54 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 520＋221：52．1
 16．3�
815 タガノゴールド 牡6栗 55 幸 英明八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 8 〃 ハナ 30．4�
610 トウケイウイン 牡7黒鹿54 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 468＋221：52．2クビ 51．4
35 アドマイヤランディ 牡6栗 55 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 アタマ 29．3�
34 マヤノオントロジー 牡8黒鹿54 藤岡 康太田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 508－ 41：52．41
 129．6�
59 メモリーシャルマン 牝8鹿 52 松若 風馬橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 534± 01：52．5クビ 12．9�
814 スマートラファエル 牡8黒鹿55 池添 謙一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B482＋ 8 〃 クビ 39．6�
712 エクストラゴールド 牡6栗 54 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 524＋141：53．99 160．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，005，400円 複勝： 62，916，100円 枠連： 29，779，400円
馬連： 129，904，400円 馬単： 61，718，700円 ワイド： 77，644，600円
3連複： 204，125，800円 3連単： 290，063，900円 計： 904，158，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 570円 � 530円 枠 連（2－5） 1，600円

馬 連 �� 8，740円 馬 単 �� 12，000円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 1，920円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 54，090円 3 連 単 ��� 246，820円

票 数

単勝票数 計 480054 的中 � 75999（3番人気）
複勝票数 計 629161 的中 � 87436（3番人気）� 26089（8番人気）� 28737（6番人気）
枠連票数 計 297794 的中 （2－5） 14423（7番人気）
馬連票数 計1299044 的中 �� 11512（28番人気）
馬単票数 計 617187 的中 �� 3856（40番人気）
ワイド票数 計 776446 的中 �� 7951（30番人気）�� 10519（22番人気）�� 3979（49番人気）
3連複票数 計2041258 的中 ��� 2830（137番人気）
3連単票数 計2900639 的中 ��� 852（659番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．9―12．7―12．6―12．2―12．4―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．1―49．8―1：02．4―1：14．6―1：27．0―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�コクスイセン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ストラヴィンスキー

2013．5．19生 牡4黒鹿 母 ピュアシンフォニー 母母 ピュアブラウン 11戦3勝 賞金 45，256，000円
地方デビュー 2015．7．21 船橋

〔発走状況〕 ブチコ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブチコ号は，平成29年1月18日から平成29年2月16日まで出走停止。停止期間の満了後に開催

競馬場で発走調教再審査。

01058 1月17日 晴 稍重 （29京都1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

33 アロンザモナ 牝3鹿 54 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 470± 01：22．4 7．2�
22 エントリーチケット 牝3栗 54 V．シュミノー �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 436＋ 81：22．5� 3．8�

（仏）

77 ビーカーリー 牝3黒鹿54 和田 竜二馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 458＋101：22．81	 18．2�
55 カウントオンイット 牝3栗 54 浜中 俊飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B490－ 4 〃 ハナ 10．9�
44 ラプソディーア 牝3栗 54 S．フォーリー �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 410－ 41：23．01
 5．8	

（愛）

89 オンリートゥモロー 牝3青鹿54 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム B452＋101：23．31� 5．5

11 ア オ ア ラ シ 牝3黒鹿54 松若 風馬松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 450＋101：23．51
 47．3�
88 ア リ ン ナ 牝3鹿 54 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B426＋ 61：24．67 3．3�
66 ロ ジ セ ン ス 牝3鹿 54 福永 祐一久米田正明氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 528＋101：25．02	 32．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 62，957，000円 複勝： 67，196，700円 枠連： 23，279，000円
馬連： 139，139，900円 馬単： 75，621，400円 ワイド： 66，524，900円
3連複： 180，100，200円 3連単： 379，724，000円 計： 994，543，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 160円 � 370円 枠 連（2－3） 1，800円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，380円 �� 970円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 31，870円

票 数

単勝票数 計 629570 的中 � 69790（5番人気）
複勝票数 計 671967 的中 � 65384（5番人気）� 129965（2番人気）� 39397（7番人気）
枠連票数 計 232790 的中 （2－3） 9998（9番人気）
馬連票数 計1391399 的中 �� 66319（7番人気）
馬単票数 計 756214 的中 �� 15893（18番人気）
ワイド票数 計 665249 的中 �� 30238（7番人気）�� 11997（19番人気）�� 17488（15番人気）
3連複票数 計1801002 的中 ��� 19936（28番人気）
3連単票数 計3797240 的中 ��� 8638（126番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．8―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．2―46．0―58．3―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アロンザモナ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 クリエイター デビュー 2016．11．13 京都1着

2014．3．13生 牝3鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト 3戦2勝 賞金 26，231，000円
〔制裁〕 ラプソディーア号の騎手S．フォーリーは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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。



01059 1月17日 晴 稍重 （29京都1）第5日 第11競走 ��
��2，400�第64回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，28．1．16以降29．1．8まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，022，000円 292，000円 146，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

45 ミッキーロケット 牡4鹿 55 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：25．7 2．9�
33 シ ャ ケ ト ラ 牡4青鹿53 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 516－ 2 〃 ハナ 4．2�
58 モンドインテロ 牡5鹿 56．5 V．シュミノー �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 62：26．02 6．7�

（仏）

69 レッドエルディスト 牡4芦 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 ハナ 12．1�
57 カフジプリンス 牡4栗 54 福永 祐一加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518± 02：26．21� 6．5	
22 ヤマカツライデン 牡5黒鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 546＋142：26．41� 7．6

11 トルークマクト 牡7鹿 53 武 豊�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 470＋ 62：27．03� 44．6�
34 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 550－ 22：27．21� 145．5�
46 アクションスター 牡7栗 53 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋142：27．3クビ 61．3
814 レーヴミストラル 牡5鹿 58 M．デムーロ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506＋16 〃 アタマ 11．6�
813 ウインインスパイア 牡6黒鹿53 三津谷隼人�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 456＋ 4 〃 クビ 339．0�
610 テイエムナナヒカリ 牡4青鹿49 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 506＋ 62：27．62 112．9�
712 ダ コ ー ル 牡9鹿 58 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 488＋ 22：28．98 92．2�
711 アドマイヤフライト 牡8鹿 55 S．フォーリー 近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B542＋ 62：31．7大差 117．0�

（愛）

（14頭）

売 得 金
単勝： 191，739，400円 複勝： 241，734，600円 枠連： 97，257，300円
馬連： 607，617，400円 馬単： 271，171，400円 ワイド： 294，570，600円
3連複： 999，901，200円 3連単： 1，826，634，700円 計： 4，530，626，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 150円 � 170円 枠 連（3－4） 610円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計1917394 的中 � 520339（1番人気）
複勝票数 計2417346 的中 � 632538（1番人気）� 381658（2番人気）� 297116（4番人気）
枠連票数 計 972573 的中 （3－4） 122789（2番人気）
馬連票数 計6076174 的中 �� 747524（1番人気）
馬単票数 計2711714 的中 �� 164774（2番人気）
ワイド票数 計2945706 的中 �� 307764（1番人気）�� 229410（2番人気）�� 116236（7番人気）
3連複票数 計9999012 的中 ��� 560713（2番人気）
3連単票数 計18266347 的中 ��� 262353（3番人気）

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

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―24．3―35．6―47．8―1：00．2―1：12．5―1：24．8―1：37．3―1：49．3―2：01．8―2：13．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーロケット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．12．12 阪神2着

2013．3．3生 牡4鹿 母 マネーキャントバイミーラヴ 母母 Sabreon 12戦4勝 賞金 142，034，000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。

01060 1月17日 晴 稍重 （29京都1）第5日 第12競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

33 フロリダパンサー 牡6青鹿57 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478± 02：01．3 11．9�
66 � リッチーリッチー 牡4栗 56 C．ルメール�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 516＋ 4 〃 クビ 1．5�
89 ウェスタールンド 牡5栗 57 松若 風馬 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：01．72	 20．8�
22 メイショウタチマチ 牝4鹿 54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 486＋ 22：01．8
 5．9�
44 モンドシャルナ 牡6鹿 57 V．シュミノー 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 22：01．9	 9．9	

（仏）

55 フ ァ シ ー ノ 牡6鹿 57 幸 英明 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 482＋122：02．32	 42．0

88 ルナーランダー 牡4栗 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 42：02．51� 8．0�
77 ベストセラーアスク 牝6鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 428± 0 〃 ハナ 33．6�
11 スワンボート 牡7鹿 57 水口 優也田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 462－122：03．67 141．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 67，433，100円 複勝： 143，894，200円 枠連： 23，973，600円
馬連： 133，652，100円 馬単： 102，387，600円 ワイド： 78，267，000円
3連複： 186，458，000円 3連単： 559，757，300円 計： 1，295，822，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 200円 � 110円 � 260円 枠 連（3－6） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，030円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 21，750円

票 数

単勝票数 計 674331 的中 � 45000（5番人気）
複勝票数 計1438942 的中 � 67050（5番人気）� 1006435（1番人気）� 45444（6番人気）
枠連票数 計 239736 的中 （3－6） 23355（4番人気）
馬連票数 計1336521 的中 �� 127019（4番人気）
馬単票数 計1023876 的中 �� 31293（10番人気）
ワイド票数 計 782670 的中 �� 59383（4番人気）�� 8849（22番人気）�� 42219（5番人気）
3連複票数 計1864580 的中 ��� 45407（13番人気）
3連単票数 計5597573 的中 ��� 18654（70番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．8―12．3―12．0―12．4―12．0―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―37．1―49．4―1：01．4―1：13．8―1：25．8―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フロリダパンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．12 京都7着

2011．5．9生 牡6青鹿 母 ピューマカフェ 母母 セトフローリアンⅡ 27戦3勝 賞金 54，882，000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5日 1月17日（火曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 167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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

296，590，000円
5，060，000円
16，620，000円
2，290，000円
35，600，000円
2，000，000円
68，690，000円
4，580，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
633，172，400円
900，439，700円
308，196，400円
1，511，866，900円
781，356，100円
853，754，200円
2，321，763，800円
4，140，563，400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 11，451，112，900円

総入場人員 10，418名 （有料入場人員 8，511名）
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