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01001 1月6日 曇 良 （30京都1）第1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）

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

510 メ ー プ ル 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 504± 01：12．6 2．6�

47 エナジーピエトラ 牝3栗 54 幸 英明 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 440－ 21：13．45 2．6�
713 ペプチドプラム 牝3黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 432＋201：14．25 45．1�
48 コンセッションズ 牝3栗 54 �島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 420＋ 61：14．3� 21．7�
612 ベルフロレゾン 牝3栗 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 21：14．4クビ 18．0	
35 キクノグロウ 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 414－ 41：14．61� 153．8

12 ラクシュミー 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 浦河小林牧場 426＋101：14．7� 19．2�
714 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 �島 克駿松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 450＋ 61：14．91� 16．2
24 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 488－ 61：15．11� 60．4�
815 ファステンバーグ 牝3青鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 440＋ 41：15．2� 26．2�
23 タマモカトルズ 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 高橋 亮 新冠 守矢牧場 454± 01：15．3� 18．9�
11 シ グ ナ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 416＋241：15．51� 76．9�
816 アクアリブラ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極大塚 亮一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 420± 01：15．71 159．1�
36 ア フ オ ラ カ 牝3栗 54 岩崎 翼 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 454＋ 41：15．8� 72．1�
611 マイラティーシャ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 440＋ 21：16．12 11．4�
59 ビーチキャンドル 牝3芦 54 国分 優作山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 454－ 21：16．2� 48．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，972，200円 複勝： 44，681，000円 枠連： 18，958，800円
馬連： 74，045，100円 馬単： 36，718，400円 ワイド： 49，987，400円
3連複： 105，040，100円 3連単： 131，942，600円 計： 493，345，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 640円 枠 連（4－5） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，850円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 15，300円

票 数

単勝票数 計 319722 的中 � 96659（2番人気）
複勝票数 計 446810 的中 � 125750（2番人気）� 128305（1番人気）� 8640（11番人気）
枠連票数 計 189588 的中 （4－5） 54229（1番人気）
馬連票数 計 740451 的中 �� 193177（1番人気）
馬単票数 計 367184 的中 �� 46279（2番人気）
ワイド票数 計 499874 的中 �� 107635（1番人気）�� 5541（21番人気）�� 5410（22番人気）
3連複票数 計1050401 的中 ��� 16182（11番人気）
3連単票数 計1319426 的中 ��� 6250（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．1―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ー プ ル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．12．16 中山2着

2015．3．16生 牝3黒鹿 母 エキゾチックエレガンス 母母 Exotic Wood 2戦1勝 賞金 7，800，000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 ワンダーゲッティン号

01002 1月6日 曇 良 （30京都1）第1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

713 テイエムギフテッド 牡3黒鹿 56
53 ▲川又 賢治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 460－ 21：55．9 20．9�

36 ツーエムアリエス 牡3鹿 56
55 ☆城戸 義政水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 水丸牧場 470－ 81：56．0� 10．9�

24 ニホンピロレスター 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 490± 01：56．21 2．3�
59 オウケンキング 牡3青鹿56 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 512＋ 61：56．3� 4．6�
816 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 534＋ 61：56．93� 5．7�
510 カ タ ギ 牡3黒鹿56 国分 恭介杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 456＋ 41：57．0� 67．6�
23 ロイヤルパールス 牡3鹿 56 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B496－ 21：57．1クビ 21．1	
612 インバッティービレ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極西森 鶴氏 清水 久詞 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 486－ 41：57．63 37．3


714 スターフォース 牡3鹿 56 �島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 452－ 21：57．7クビ 284．0�
35 クレスコセイラン 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 480－ 2 〃 アタマ 39．3�
815 タ ラ ニ ス 牡3黒鹿56 津村 明秀藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B484＋ 21：58．23 9．8
11 ダイキリシマ 牡3黒鹿56 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 478± 0 〃 クビ 70．0�
48 メイショウマゴサン 牡3栗 56

54 △森 裕太朗松本 好雄氏 大橋 勇樹 新冠 スカイビーチステーブル 458－ 21：59．810 249．7�
12 タガノイチベエ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518± 02：00．01� 168．8�

611 エンペラーズベスト 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 34．5�
47 マイネルベッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 484＋10 （競走中止） 72．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，444，500円 複勝： 47，873，900円 枠連： 18，814，300円
馬連： 67，657，800円 馬単： 32，608，600円 ワイド： 46，173，900円
3連複： 99，125，100円 3連単： 111，189，200円 計： 451，887，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 390円 � 240円 � 130円 枠 連（3－7） 10，170円

馬 連 �� 10，450円 馬 単 �� 24，600円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 970円 �� 460円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 90，880円

票 数

単勝票数 計 284445 的中 � 10852（6番人気）
複勝票数 計 478739 的中 � 23984（6番人気）� 44050（5番人気）� 131869（1番人気）
枠連票数 計 188143 的中 （3－7） 1433（21番人気）
馬連票数 計 676578 的中 �� 5017（26番人気）
馬単票数 計 326086 的中 �� 994（57番人気）
ワイド票数 計 461739 的中 �� 3900（27番人気）�� 12024（11番人気）�� 28132（4番人気）
3連複票数 計 991251 的中 ��� 9638（23番人気）
3連単票数 計1111892 的中 ��� 887（247番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．6―13．0―13．1―13．1―12．6―13．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―37．0―50．0―1：03．1―1：16．2―1：28．8―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．7
1
3
6，3（4，16）（1，15）－（9，12）11（2，8，13）14，5－10・（6，3，16）（4，15）－（9，1）（12，11，13）2，10（8，14）5

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

勝馬の
紹 介

テイエムギフテッド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．11．3 京都9着

2015．2．19生 牡3黒鹿 母 エリモインプレス 母母 エリモエキスプレス 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔競走中止〕 マイネルベッカー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 テイエムギフテッド号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 ロイジービヴ号

第１回 京都競馬 第１日



01003 1月6日 曇 良 （30京都1）第1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）

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

59 グ リ ム 牡3芦 56 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 490± 01：26．0 6．2�

23 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 56 古川 吉洋宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 474± 01：26．31� 2．1�
24 ビッグデータ 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 424± 01：26．4� 4．7�
510 リンクスナナ 牝3栗 54 太宰 啓介目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 450± 01：27．03� 10．3�
816 ミヤジフランガン 牡3青鹿56 小牧 太曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 嶋田牧場 454－101：27．1� 18．1�
36 マリーベリー 牝3栗 54 秋山真一郎薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 416－121：27．52� 275．2	
12 サンライズハニー 牡3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 486＋141：27．6� 25．0

35 メイショウアドリア 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 472－ 21：27．91� 15．1�
47 ガ ブ リ ヨ リ 牡3栗 56

54 △森 裕太朗中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 492± 01：28．32� 96．9�
11 メイショウダブル 牡3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 488＋ 81：28．51� 19．2
611 ブルベアオクラ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 浦河 酒井牧場 444± 01：28．6� 336．4�
612 ユ メ ノ タ ビ 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治大久保和夫氏 森 秀行 様似 様似共栄牧場 470＋101：29．23� 46．5�
714 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 丸山 元気山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 436－ 41：29．73 412．3�
48 ナンヨーオートヌ 牡3青鹿56 津村 明秀中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 492＋ 81：29．8� 22．6�
815 ジョーサブレ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 452＋ 61：31．18 322．8�
713 キングバゴスター 牡3青鹿56 岩崎 翼�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 B520＋181：43．5大差 141．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，950，900円 複勝： 57，614，600円 枠連： 23，074，400円
馬連： 82，802，900円 馬単： 46，448，000円 ワイド： 54，902，900円
3連複： 117，516，400円 3連単： 164，884，200円 計： 587，194，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 110円 � 140円 枠 連（2－5） 280円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 320円 �� 550円 �� 220円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 6，500円

票 数

単勝票数 計 399509 的中 � 51448（3番人気）
複勝票数 計 576146 的中 � 57764（3番人気）� 200839（1番人気）� 90889（2番人気）
枠連票数 計 230744 的中 （2－5） 61859（1番人気）
馬連票数 計 828029 的中 �� 94391（2番人気）
馬単票数 計 464480 的中 �� 19939（5番人気）
ワイド票数 計 549029 的中 �� 43274（2番人気）�� 22160（8番人気）�� 71865（1番人気）
3連複票数 計1175164 的中 ��� 100711（1番人気）
3連単票数 計1648842 的中 ��� 18367（11番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―12．1―12．3―12．6―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―35．2―47．5―1：00．1―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．5
3 10（5，9）8，2（3，4）12（14，16）－1（7，6）11－15－13 4 10（5，9）（2，3，4）－（8，16）（14，12）（7，6）1，11－15＝13

勝馬の
紹 介

グ リ ム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．12．9 阪神3着

2015．4．28生 牡3芦 母 ブランシュネージュ 母母 フックライン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョーサブレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月6日まで平地競走に

出走できない。
キングバゴスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月6日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アイファーフォルテ号・アスクハードスパン号・エイシンエポカル号・カノウムスビ号・クリノヤンソン号・

ジョーカナチャン号・タガノマリーチャン号・ハルキストン号・メイショウバルコラ号・ワイプティアーズ号

01004 1月6日 曇 良 （30京都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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

36 アイアンテーラー 牝4栗 54 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 478± 01：53．6 3．4�
510 ワタシノロザリオ 牝4青鹿54 菱田 裕二 �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 448± 01：54．13 22．6�
611 コンプリートベスト 牝4鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B466＋ 2 〃 ハナ 5．1�
23 ヒ ダ ロ マ ン 牝5黒鹿55 北村 友一日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 508＋161：54．63 4．8�
24 アオイテソーロ 牝4黒鹿54 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B510± 01：54．7� 8．5�
48 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55 藤岡 康太	湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470± 01：55．01� 28．5

11 メイショウケンプウ 牝5黒鹿 55

53 △森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 438－ 8 〃 クビ 104．6�
714 ハギノセゾン 牝7青鹿55 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 492－ 21：55．42� 169．8�
12 メイショウミハル 牝4栗 54

53 ☆城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 460－ 81：55．61	 8．9
816 マコトクラダリング 牝5鹿 55 高田 潤�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 536＋ 61：56．23� 131．5�
713 プリンセスタイム 牝4鹿 54 中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 436－ 41：56．3� 34．0�
59 
 メイショウサイジン 牝5鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 484＋10 〃 クビ 117．9�
815 ロ ッ タ ラ ブ 牝4芦 54

51 ▲川又 賢治吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470－ 21：56．4クビ 7．5�
612 クリノゼノビア 牝4黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 418± 01：56．71� 233．5�
35 レッドストーリア 牝4鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 420－ 21：57．23 28．3�
47 
 チ ェ キ 牝4栗 54 幸 英明	イクタ 大根田裕之 新冠 ムラカミファーム 478＋181：59．6大差 55．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，699，100円 複勝： 44，895，300円 枠連： 17，838，100円
馬連： 70，477，500円 馬単： 33，234，500円 ワイド： 46，040，700円
3連複： 96，564，500円 3連単： 114，066，000円 計： 454，815，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 420円 � 170円 枠 連（3－5） 3，480円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 430円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 36，440円

票 数

単勝票数 計 316991 的中 � 73920（1番人気）
複勝票数 計 448953 的中 � 80056（1番人気）� 20714（7番人気）� 77045（2番人気）
枠連票数 計 178381 的中 （3－5） 3963（16番人気）
馬連票数 計 704775 的中 �� 13746（16番人気）
馬単票数 計 332345 的中 �� 4176（26番人気）
ワイド票数 計 460407 的中 �� 9950（13番人気）�� 30294（1番人気）�� 6300（19番人気）
3連複票数 計 965645 的中 ��� 9408（24番人気）
3連単票数 計1140660 的中 ��� 2269（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．7―49．3―1：02．0―1：14．8―1：27．7―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアンテーラー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．8生 牝4栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 7戦2勝 賞金 17，750，000円
〔制裁〕 マコトクラダリング号の騎手高田潤は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月6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 サンタテレサ号



01005 1月6日 曇 良 （30京都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

45 ユーキャンスマイル 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 22：15．6 1．6�

44 ノストラダムス 牡3鹿 56 池添 謙一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：15．91� 3．0�
33 セルヴィエット 牡3黒鹿56 松山 弘平�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 512－ 62：16．64 27．2�
11 キンノイナズマ 牡3青鹿56 北村 友一岡 浩二氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 454－102：16．92 14．2�
56 ヴィグランドアテナ 牝3黒鹿54 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 486－ 22：17．21� 231．9	
68 トーホウアルテミス 牝3栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 462－ 42：17．41� 21．4

69 アフラマズダー 牡3鹿 56 古川 吉洋田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 496－ 62：17．5	 131．8�
812 テーオーフォース 牡3黒鹿56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 470± 0 〃 クビ 110．0�
710 フ ワ ト ロ 牝3鹿 54 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 498－ 62：17．71� 194．2
813
 マ ツ カ ゼ 牡3黒鹿56 幸 英明ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Barron-

stown Stud 508＋ 22：18．01� 12．8�
22 キングオブハーツ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 木村 秀則 B482＋ 62：19．17 14．5�
711 ジューンシェイカー 牡3鹿 56

55 ☆義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 464－ 42：19．2� 299．5�
57 ケイティノーブル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 454± 02：19．51� 284．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，266，900円 複勝： 122，965，400円 枠連： 20，052，300円
馬連： 74，860，200円 馬単： 54，935，000円 ワイド： 43，671，200円
3連複： 95，909，400円 3連単： 215，396，600円 計： 666，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 260円 枠 連（4－4） 180円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 120円 �� 510円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，340円

票 数

単勝票数 計 382669 的中 � 180310（1番人気）
複勝票数 計1229654 的中 � 921651（1番人気）� 128291（2番人気）� 22738（7番人気）
枠連票数 計 200523 的中 （4－4） 82502（1番人気）
馬連票数 計 748602 的中 �� 311441（1番人気）
馬単票数 計 549350 的中 �� 144992（1番人気）
ワイド票数 計 436712 的中 �� 135088（1番人気）�� 16146（9番人気）�� 12290（11番人気）
3連複票数 計 959094 的中 ��� 69999（5番人気）
3連単票数 計2153966 的中 ��� 66494（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．7―13．0―13．1―13．2―12．9―11．6―11．5―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�
12．5―23．9―36．6―49．6―1：02．7―1：15．9―1：28．8―1：40．4―1：51．9―2：03．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユーキャンスマイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．3生 牡3鹿 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 テーオーフォース号の騎手菱田裕二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・7番）

01006 1月6日 晴 良 （30京都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

814 サトノフェイバー 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 526 ―2：04．8 5．2�
815 コカボムクイーン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 442 ―2：05．33 64．0�
34 スパーダドーロ 牡3栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 28．2�
59 ニッポンテイオー 牡3鹿 56 池添 謙一新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 440 ― 〃 クビ 13．9�
713 ブラックデビル 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 488 ―2：05．4� 25．8	
23 メ バ エ 牝3鹿 54 幸 英明ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 426 ―2：05．5� 22．0

611 カ ザ ン 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 492 ―2：05．6� 1．4�
58 ナリタリュウ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 466 ― 〃 アタマ 203．0�
35 カレンエクスカリバ 牡3鹿 56 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 530 ―2：05．7� 65．0
22 トーセンヴァロン 牡3青鹿56 浜中 俊島川 �哉氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 448 ―2：05．8クビ 8．8�
11 テーオーエレナ 牝3栃栗 54

53 ☆荻野 極小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 454 ― 〃 クビ 228．8�
712 アンフィニスター 牝3鹿 54 岩崎 翼池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 538 ―2：06．11� 327．6�
47 	 ララペイフォワード 牡3黒鹿56 松山 弘平松尾 勝裕氏 今野 貞一 米 Paget

Bloodstock 460 ―2：06．63 65．8�
46 	 ダディズテソーロ 
3青鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 斎藤 誠 米 Teresa Viola Rac-

ing Stable, LLC 452 ―2：07．34 97．2�
610 ピラミッドファラオ 牡3黒鹿56 小林 徹弥玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 466 ―2：08．04 317．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，871，100円 複勝： 140，325，600円 枠連： 20，567，300円
馬連： 78，928，700円 馬単： 56，835，700円 ワイド： 50，823，500円
3連複： 98，161，500円 3連単： 182，870，400円 計： 679，383，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 460円 � 3，180円 � 1，580円 枠 連（8－8） 7，860円

馬 連 �� 7，890円 馬 単 �� 14，570円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，590円 �� 9，510円

3 連 複 ��� 45，610円 3 連 単 ��� 149，470円

票 数

単勝票数 計 508711 的中 � 77909（2番人気）
複勝票数 計1403256 的中 � 89722（2番人気）� 10978（9番人気）� 22748（7番人気）
枠連票数 計 205673 的中 （8－8） 2026（18番人気）
馬連票数 計 789287 的中 �� 7744（19番人気）
馬単票数 計 568357 的中 �� 2925（29番人気）
ワイド票数 計 508235 的中 �� 6144（21番人気）�� 8385（17番人気）�� 1348（54番人気）
3連複票数 計 981615 的中 ��� 1614（85番人気）
3連単票数 計1828704 的中 ��� 887（278番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―38．6―52．1―1：04．9―1：17．7―1：29．9―1：41．7―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
14，15（1，13）8（3，10，11）4（6，9）（5，7）－12－2・（14，15）13（1，8，11）9（3，4，6）（5，10，2）－（12，7）

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

勝馬の
紹 介

サトノフェイバー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2015．4．8生 牡3黒鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※ブラックデビル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01007 1月6日 晴 良 （30京都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

24 アグネスエーデル 牡6鹿 57
56 ☆小崎 綾也上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 520＋121：12．5 5．9�

714 タ テ ヤ マ 牡4栗 56 松若 風馬小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 466＋ 6 〃 ハナ 5．9�
510 アユツリオヤジ 牡4栗 56 国分 恭介 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 490± 01：12．71	 13．7�
611 ローゼンタール 牝5栗 55 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 522＋ 6 〃 クビ 17．5�
816
 ジーブレイズ 牡5芦 57 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons

& Kilboy Estate 510＋241：12．8� 7．5�
23 
 キングライオン 牡5栗 57 中谷 雄太ライオンレースホース� 杉山 晴紀 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B502＋141：12．9クビ 4．4	
47 マ ッ セ ル 牡4鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 2 〃 クビ 6．7

815 バルコラベーロ 牡4栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：13．0クビ 14．1�
12 
 アイアンヒロイン 牝5鹿 55 田中 健大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-

erson 510± 0 〃 クビ 53．7
35 グランドガール 牝4鹿 54

52 △森 裕太朗林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476± 01：13．31� 14．0�
48 タイキラメール 牡5栗 57 大野 拓弥�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486＋ 61：13．4クビ 41．5�
59 スワーヴノートン 牡4鹿 56 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 470＋ 6 〃 クビ 51．2�
11 カ ロ ス 牡4栗 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 500＋181：13．5� 31．7�
713 メイショウアワジ 牡4鹿 56 森 一馬松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 464＋ 61：14．13� 35．7�
36 イ ロ ハ 牝4鹿 54 �島 克駿山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 21：14．63 118．2�
612 アイファーチェンジ 牝4青鹿 54

53 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 420－ 41：14．7クビ 295．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，664，400円 複勝： 66，933，600円 枠連： 29，094，900円
馬連： 103，907，600円 馬単： 41，727，700円 ワイド： 68，683，800円
3連複： 143，288，600円 3連単： 157，364，400円 計： 650，665，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 200円 � 370円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，610円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 38，630円

票 数

単勝票数 計 396644 的中 � 53328（2番人気）
複勝票数 計 669336 的中 � 83224（3番人気）� 96951（2番人気）� 40679（9番人気）
枠連票数 計 290949 的中 （2－7） 30864（2番人気）
馬連票数 計1039076 的中 �� 37746（7番人気）
馬単票数 計 417277 的中 �� 7787（9番人気）
ワイド票数 計 686838 的中 �� 20428（5番人気）�� 10766（23番人気）�� 16314（10番人気）
3連複票数 計1432886 的中 ��� 12820（24番人気）
3連単票数 計1573644 的中 ��� 2953（96番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．4―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．6―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 1（7，11）13（3，9，10）（5，15）8，14（2，16）－4－6－12 4 1（7，11）（3，13）（9，10）（8，5，15）14（2，16）4－6－12

勝馬の
紹 介

アグネスエーデル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．2．1 京都2着

2012．3．28生 牡6鹿 母 アグネスシルキー 母母 アグネスヒロイン 11戦2勝 賞金 25，300，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウエスタンビジュー号・キョウワエステル号・クリノサンレオ号・ゲキリン号・スーパーライナー号・

リッカクロフネ号

01008 1月6日 晴 良 （30京都1）第1日 第8競走 ��
��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

47 モズアトラクション 牡4栗 56 �島 克駿 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 486± 01：59．4 2．6�
610 サンオークランド 牡4鹿 56 浜中 俊 �加藤ステーブル 角居 勝彦 新ひだか 今 牧場 502± 01：59．93 3．7�
11 サトノプライム 牡4鹿 56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506＋22 〃 ハナ 12．7�
34 アガスティア 牡7黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 532＋ 42：00．64 13．0�
46 	 ディープオーパス 牡5芦 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B500＋ 4 〃 クビ 11．8	
59 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 2 〃 ハナ 21．0

35 	 タ ピ ゾ ー 牡4芦 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford 514＋202：01．02
 21．7�
814 タガノアンピール 牡4黒鹿56 幸 英明八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 550－102：01．1クビ 45．7�
611 ロバストミノル 牡5栗 57

55 △森 裕太朗吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 502＋ 4 〃 クビ 44．7
713 サンマルスカイ 牡6鹿 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 446＋ 82：01．2
 50．0�
58 ルドルフィーナ 牡5青鹿57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 494＋ 22：01．3
 6．2�
22 キングラディウス 牡5栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B482＋ 82：01．51
 115．2�
23 エヴォリューション 牝7鹿 55

54 ☆城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496± 02：02．24 231．3�
815 クリノフウジン 牡4栗 56 津村 明秀栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 502＋102：03．37 27．5�
712 マイネルボルソー 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B480＋ 8 〃 クビ 167．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，769，700円 複勝： 67，657，700円 枠連： 26，523，600円
馬連： 115，359，400円 馬単： 48，271，900円 ワイド： 65，548，600円
3連複： 142，076，100円 3連単： 180，272，600円 計： 695，479，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 290円 枠 連（4－6） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 290円 �� 740円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 計 497697 的中 � 147671（1番人気）
複勝票数 計 676577 的中 � 158356（1番人気）� 129192（2番人気）� 42899（7番人気）
枠連票数 計 265236 的中 （4－6） 38783（1番人気）
馬連票数 計1153594 的中 �� 139981（1番人気）
馬単票数 計 482719 的中 �� 29524（1番人気）
ワイド票数 計 655486 的中 �� 65519（1番人気）�� 21200（6番人気）�� 18875（8番人気）
3連複票数 計1420761 的中 ��� 45554（3番人気）
3連単票数 計1802726 的中 ��� 17005（7番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．3―13．7―12．7―11．7―12．1―12．9―13．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．5―44．2―56．9―1：08．6―1：20．7―1：33．6―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．7
1
3
5，6（2，15）（3，11，12）（7，13）（4，9）1，10，8，14
6－5（2，15）12－11，7（3，4，13）（8，1，10）9－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズアトラクション �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．1．5 京都5着

2014．3．23生 牡4栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 14戦3勝 賞金 30，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



01009 1月6日 晴 良 （30京都1）第1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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

88 ア イ ト ー ン 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 22：02．3 18．3�

66 ドミナートゥス 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 486＋102：02．4� 4．8�
55 エルティグレ 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 474－ 22：02．5� 44．6�
11 ウォルビスベイ 牡3黒鹿56 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 454＋ 82：02．71	 2．8�
77 サ ラ ス 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 510± 02：02．91	 10．2	
33 アドマイヤキング 牡3鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522－ 6 〃 クビ 15．7

22 ラルムドール 牡3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 62：03．21� 3．5�
44 カレンシリエージョ 牝3栗 54 池添 謙一鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 5．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 63，253，900円 複勝： 59，997，800円 枠連： 発売なし
馬連： 124，406，800円 馬単： 65，626，000円 ワイド： 54，221，200円
3連複： 123，794，400円 3連単： 306，675，800円 計： 797，975，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 460円 � 230円 � 1，070円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 6，870円

ワ イ ド �� 980円 �� 5，100円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 29，640円 3 連 単 ��� 167，670円

票 数

単勝票数 計 632539 的中 � 27531（7番人気）
複勝票数 計 599978 的中 � 32542（6番人気）� 82831（4番人気）� 12590（8番人気）
馬連票数 計1244068 的中 �� 30767（13番人気）
馬単票数 計 656260 的中 �� 7164（27番人気）
ワイド票数 計 542212 的中 �� 14802（13番人気）�� 2671（28番人気）�� 5425（23番人気）
3連複票数 計1237944 的中 ��� 3132（49番人気）
3連単票数 計3066758 的中 ��� 1326（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．6―49．6―1：02．7―1：15．1―1：27．2―1：39．4―1：50．6

コーナー
通過順位

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

2
4
8－5（1，6）7（3，4）2
8，5（1，6，2）（3，7，4）

勝馬の
紹 介

ア イ ト ー ン 
�
父 キングズベスト 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．9 京都7着

2015．3．30生 牡3鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 5戦2勝 賞金 20，182，000円

01010 1月6日 曇 良 （30京都1）第1日 第10競走 ��
��1，900�

はつゆめ

初夢ステークス
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

89 マイネルオフィール 牡6鹿 57 丹内 祐次 �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 B498＋ 21：59．8 3．6�

810 テルペリオン 牡4栗 56 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 530± 02：00．01� 5．3�
55 ウインユニファイド 牡6黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 22：00．31	 8．4�
33 テンザワールド 牡4栗 56 浜中 俊天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432± 02：00．72
 2．9�
78 キーグラウンド 牡4鹿 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 496＋ 42：01．01	 9．4�
77 � セ セ リ 牡7栗 57 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 510＋ 22：01．53 63．2	
44 マッシヴランナー 牡6黒鹿57 藤岡 佑介小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 536＋122：01．71 50．8

66 � ミキノハルモニー 牡7栃栗57 岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 468＋102：01．91
 60．5�
22 メイショウバッハ 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 504＋ 62：02．0
 64．8
11 カルムパシオン 5鹿 57 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530＋ 62：02．63
 6．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，425，200円 複勝： 60，424，600円 枠連： 26，511，400円
馬連： 138，636，300円 馬単： 67，212，500円 ワイド： 63，145，400円
3連複： 161，833，700円 3連単： 321，246，600円 計： 888，435，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 190円 � 190円 枠 連（8－8） 830円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 340円 �� 490円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 8，920円

票 数

単勝票数 計 494252 的中 � 107884（2番人気）
複勝票数 計 604246 的中 � 131532（2番人気）� 77734（3番人気）� 73156（5番人気）
枠連票数 計 265114 的中 （8－8） 24563（3番人気）
馬連票数 計1386363 的中 �� 120627（3番人気）
馬単票数 計 672125 的中 �� 34227（4番人気）
ワイド票数 計 631454 的中 �� 51204（2番人気）�� 32793（7番人気）�� 20541（11番人気）
3連複票数 計1618337 的中 ��� 47280（11番人気）
3連単票数 計3212466 的中 ��� 26093（27番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．1―30．3―43．7―57．0―1：10．3―1：22．9―1：35．1―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルオフィール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．17生 牡6鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 34戦5勝 賞金 113，152，000円

１レース目 ３レース目



01011 1月6日 晴 良 （30京都1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第56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，29．1．5以降29．12．28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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

69 ブラックムーン 牡6鹿 57 武 豊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 500－ 61：34．3 6．4�
813 ク ル ー ガ ー 牡6黒鹿57．5 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 538± 01：34．4� 5．7�
57 レッドアンシェル 牡4青鹿56 幸 英明 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 3．0�
56 ダノンメジャー 牡6栗 56．5 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 498± 01：34．5� 15．6�
68 ストーミーシー 牡5栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 530－ 2 〃 ハナ 20．6	
45 カラクレナイ 牝4栗 54 池添 謙一吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 500＋ 41：34．6� 38．8

711 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 438－ 61：34．7クビ 19．0�
22 	 ラビットラン 牝4栗 54 藤岡 康太吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 442－ 4 〃 クビ 5．1
11 マサハヤドリーム 牡6鹿 54 岩崎 翼中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 アタマ 65．4�
44 アメリカズカップ 牡4黒鹿56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458＋ 21：34．8クビ 23．5�
710 スズカデヴィアス 牡7黒鹿56．5 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 526＋ 4 〃 クビ 38．9�
33 マイネルアウラート 牡7黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：35．22� 33．6�
812 ウインガニオン 牡6黒鹿57．5 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 498± 01：38．0大差 10．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 218，950，500円 複勝： 279，684，700円 枠連： 161，038，200円 馬連： 983，861，900円 馬単： 321，553，200円
ワイド： 369，124，300円 3連複： 1，328，149，700円 3連単： 2，011，453，700円 5重勝： 504，304，100円 計： 6，178，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 1，020円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 640円 �� 410円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 11，480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����� 867，350円

票 数

単勝票数 計2189505 的中 � 272707（4番人気）
複勝票数 計2796847 的中 � 334234（4番人気）� 365386（2番人気）� 664004（1番人気）
枠連票数 計1610382 的中 （6－8） 121976（4番人気）
馬連票数 計9838619 的中 �� 405097（5番人気）
馬単票数 計3215532 的中 �� 66747（12番人気）
ワイド票数 計3691243 的中 �� 138151（5番人気）�� 231912（3番人気）�� 260406（2番人気）
3連複票数 計13281497 的中 ��� 576524（3番人気）
3連単票数 計20114537 的中 ��� 126941（20番人気）
5重勝票数 差引計5043041（返還計 2921） 的中 ����� 407

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．6―12．4―12．1―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―34．2―46．8―59．2―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡6鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 24戦8勝 賞金 195，768，000円
〔制裁〕 マサハヤドリーム号の騎手岩崎翼は，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

50，000円。（被害馬：12番）

01012 1月6日 晴 良 （30京都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

510 ウインソワレ 牝6鹿 55 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 61：09．0 28．3�
23 ヒルノマゼラン 牡5黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B510＋ 21：09．31� 7．3�
815 キーナンバー 牡5栗 57 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 514＋ 6 〃 クビ 82．9�
816 ダイシンバルカン 牡6鹿 57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 81：09．4クビ 9．7�
611 ゴールドケープ 牝4鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 442＋10 〃 クビ 12．4�
48 デスティニーソング 牝4鹿 54 	島 克駿 �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 458＋101：09．5
 4．5	
59 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 藤岡 佑介田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 476－12 〃 クビ 164．3

11 キャンディバローズ 牝5鹿 55 藤岡 康太猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 424－ 4 〃 ハナ 7．4�
612 ヴァッフシュテルケ 牡7青鹿 57

54 ▲川又 賢治�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482＋ 21：09．6� 72．0
36 コロラトゥーレ 牝4鹿 54 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 460＋ 61：09．81 5．2�
35 サウンドテーブル 牡4黒鹿56 国分 優作山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 488－ 61：09．9
 71．6�
713 ブ ロ ワ 牝5黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 470－ 61：10．0� 68．3�
47 ディープウォーリア 牡4黒鹿56 武 豊中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 454－ 21：10．1クビ 4．3�
12 ノーブルルージュ 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 470＋101：10．2� 70．6�
24 ブラヴォバンビーノ 牡4鹿 56

53 ▲富田 暁 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B490－141：10．62
 27．1�
714 マイアベーア 牡6青鹿57 幸 英明 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 476＋141：11．23
 100．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，374，800円 複勝： 110，740，600円 枠連： 56，012，400円
馬連： 240，891，100円 馬単： 92，221，600円 ワイド： 128，277，900円
3連複： 314，798，100円 3連単： 431，531，000円 計： 1，460，847，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 760円 � 270円 � 1，530円 枠 連（2－5） 6，960円

馬 連 �� 10，380円 馬 単 �� 22，720円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 14，430円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 141，460円 3 連 単 ��� 881，290円

票 数

単勝票数 計 863748 的中 � 24364（9番人気）
複勝票数 計1107406 的中 � 36198（9番人気）� 126645（4番人気）� 16947（13番人気）
枠連票数 計 560124 的中 （2－5） 6232（22番人気）
馬連票数 計2408911 的中 �� 17975（27番人気）
馬単票数 計 922216 的中 �� 3043（62番人気）
ワイド票数 計1282779 的中 �� 12200（26番人気）�� 2273（91番人気）�� 4938（55番人気）
3連複票数 計3147981 的中 ��� 1669（257番人気）
3連単票数 計4315310 的中 ��� 355（1441番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインソワレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．26 中京2着

2012．3．24生 牝6鹿 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 33戦4勝 賞金 59，853，000円

５レース目



（30京都1）第1日 1月6日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

248，920，000円
19，320，000円
1，310，000円
29，620，000円
68，993，000円
4，641，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
728，643，200円
1，103，794，800円
418，485，700円
2，155，835，300円
897，393，100円
1，040，600，800円
2，826，257，600円
4，328，893，100円
504，304，100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 14，004，207，700円

総入場人員 35，340名 （有料入場人員 34，189名）
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