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04001 1月27日 晴 稍重 （30京都2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00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

814 メイショウカギロイ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 490＋ 21：13．9 1．6�
815 メイショウバルコラ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 506－ 21：14．0� 94．4�
610 キングリーフィスト 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極山口 敦広氏 清水 久詞 日高 道見牧場 498－ 21：14．63� 55．4�
46 ハルキストン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 442± 01：14．81� 29．6�
22 グランロックハート 牡3鹿 56 池添 謙一飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 508± 01：15．01� 21．1�
23 パープルヒストリー 牡3栗 56 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 424＋ 81：15．1クビ 76．5�
611 ヤ マ ザ ク ラ 牝3黒鹿54 菱田 裕二山住 勲氏 飯田 雄三 日高 チャンピオン

ズファーム 494－ 2 〃 ハナ 6．8	
47 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿56 和田 竜二小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 486± 0 〃 クビ 4．6

59 キョウワヴィラン 牡3青 56 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 476－141：15．2クビ 111．1�
35 ナガラリバー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 418－ 6 〃 クビ 225．5

11 リュウノシャツ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 石橋 守 日高 ノースガーデン 470－101：15．3� 10．7�
713 ヒロノオウカン 牡3青鹿56 小牧 太小野 博郷氏 服部 利之 清水 小野瀬 竜馬 434－ 41：15．61� 283．9�
34 マンテンファースト 牡3栗 56 佐久間寛志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 美明 480－ 21：16．02� 74．0�
58 アールビット 牡3栗 56 高倉 稜小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 450－ 61：16．1� 49．9�
712 トウケイアインマル 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 468－ 21：16．2� 148．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，400，700円 複勝： 86，919，100円 枠連： 10，681，000円
馬連： 42，763，300円 馬単： 25，781，400円 ワイド： 33，937，000円
3連複： 65，515，900円 3連単： 97，964，800円 計： 384，963，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，270円 � 790円 枠 連（8－8） 4，430円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，350円 �� 20，670円

3 連 複 ��� 23，940円 3 連 単 ��� 66，250円

票 数

単勝票数 計 214007 的中 � 105185（1番人気）
複勝票数 計 869191 的中 � 644937（1番人気）� 4732（11番人気）� 7912（8番人気）
枠連票数 計 106810 的中 （8－8） 1865（11番人気）
馬連票数 計 427633 的中 �� 7829（11番人気）
馬単票数 計 257814 的中 �� 3436（15番人気）
ワイド票数 計 339370 的中 �� 5508（14番人気）�� 6619（11番人気）�� 410（70番人気）
3連複票数 計 655159 的中 ��� 2052（55番人気）
3連単票数 計 979648 的中 ��� 1072（156番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．4―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．7―48．1―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 7（10，14）2，15（8，11）（1，13）（4，12）3，5（6，9） 4 ・（7，14）10（2，15）11，8（1，13）（12，3）4（5，6）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカギロイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．12．2 阪神4着

2015．4．27生 牡3鹿 母 ハギノハーセルフ 母母 ハギノトニーレディ 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 マンテンファースト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マンテンファースト号は，発走調教再審査。
※グランロックハート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04002 1月27日 晴 稍重 （30京都2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

33 ダイシンカローリ 牡3栗 56 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 506－ 61：54．8 26．4�
78 キンショーヘニー 牡3芦 56 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 494± 01：55．22� 1．5�
811 タマモストーム 牡3栗 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 498± 01：56．05 3．4�
11 ケンイーサリアム 牡3鹿 56 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 472＋ 21：57．610 256．0�
55 アリュールベルン 牡3芦 56 菱田 裕二四本 昭弘氏 �島 一歩 平取 北島牧場 484＋ 41：57．7� 135．7�
67 ナムラシシマル 牡3鹿 56 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 502－ 4 〃 アタマ 36．3	
79 ロイジービヴ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 520－ 21：57．8� 11．0

66 ドッペルゲンガー 牝3栗 54 高倉 稜松浦 快之氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 456－ 81：58．11� 80．5�
810 ダイシンクワトロ 牡3青鹿56 和田 竜二大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 506＋ 41：59．05 21．3�
44 グ ロ グ ラ ン 牝3栗 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 450－ 42：00．9大差 76．5
22 シゲルサツマイモ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング
フィールド牧場 484＋282：03．6大差 16．9�
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売 得 金
単勝： 20，423，300円 複勝： 70，253，300円 枠連： 8，397，000円
馬連： 38，310，900円 馬単： 26，052，700円 ワイド： 25，574，200円
3連複： 57，974，200円 3連単： 106，260，600円 計： 353，246，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 260円 � 110円 � 110円 枠 連（3－7） 1，650円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 480円 �� 680円 �� 130円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 19，460円

票 数

単勝票数 計 204233 的中 � 6183（6番人気）
複勝票数 計 702533 的中 � 13562（7番人気）� 457970（1番人気）� 135042（2番人気）
枠連票数 計 83970 的中 （3－7） 3939（5番人気）
馬連票数 計 383109 的中 �� 15083（6番人気）
馬単票数 計 260527 的中 �� 2696（18番人気）
ワイド票数 計 255742 的中 �� 10371（7番人気）�� 6942（11番人気）�� 76045（1番人気）
3連複票数 計 579742 的中 ��� 43379（4番人気）
3連単票数 計1062606 的中 ��� 3958（50番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．9―13．3―13．2―13．2―12．8―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．7―50．0―1：03．2―1：16．4―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ダイシンカローリ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．1．14 京都9着

2015．2．26生 牡3栗 母 ヨ ウ ヨ ウ 母母 フィジーガール 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グログラン号・シゲルサツマイモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月

27日まで平地競走に出走できない。

第２回 京都競馬 第１日

追 加 記 事（第 1回京都競馬第 6日第 5競走）
〔その他〕　　エールグリーツ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



04003 1月27日 晴 稍重 （30京都2）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00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
1：09．1
1：08．7

重
重

816� シ ヴ ァ ー ジ 牡3栗 56 川田 将雅 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms 496 ―1：14．7 1．2�

714 ヒロノオリオン 牝3鹿 54 国分 優作サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 482 ―1：15．23 68．2�
36 ミキノトムトム 牡3鹿 56 小牧 太谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 478 ―1：15．73 41．6�
510 ウォーターシドモア 牝3鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 468 ―1：16．02 16．7�
24 ノ ボ マ ハ ロ 牡3栗 56 古川 吉洋�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 514 ―1：16．31� 29．0�
35 ソ リ ロ キ ー 牡3黒鹿56 	島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 542 ― 〃 クビ 15．4	
11 エースロッカー 牡3栗 56 池添 謙一西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 474 ―1：16．51 13．7

23 エンマダイオウ 牡3黒鹿56 幸 英明小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 500 ―1：17．03 9．2�
48 � アンカーテソーロ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極了德寺健二氏 吉村 圭司 米 Dr. Christoph
Berglar 486 ― 〃 クビ 45．9�

59 ラカマロネス 牝3鹿 54 和田 竜二一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 454 ―1：17．21 35．8
47 ニホンピロカラス 牝3栗 54 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 424 ―1：17．52 144．7�
612 クリノゴーギャン 牡3鹿 56 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 北洋牧場 458 ― 〃 ハナ 93．3�
12 ゲットオーバー 牡3黒鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 414 ―1：17．6クビ 93．2�
815 マレインジェニイ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 安平 追分ファーム 472 ―1：18．02
 122．4�
713 カワキタモダン �3栗 56 荻野 琢真川島 吉男氏 羽月 友彦 新冠 川島牧場 420 ―1：18．1クビ 348．2�
611 リッカモーリス 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 416 ―1：20．0大差 313．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，769，100円 複勝： 84，618，600円 枠連： 11，955，700円
馬連： 38，411，500円 馬単： 26，748，300円 ワイド： 28，142，900円
3連複： 48，376，400円 3連単： 85，367，900円 計： 349，390，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 720円 � 630円 枠 連（7－8） 2，120円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，180円 �� 13，480円

3 連 複 ��� 31，710円 3 連 単 ��� 79，140円

票 数

単勝票数 計 257691 的中 � 160626（1番人気）
複勝票数 計 846186 的中 � 657610（1番人気）� 7139（10番人気）� 8329（9番人気）
枠連票数 計 119557 的中 （7－8） 4366（5番人気）
馬連票数 計 384115 的中 �� 11971（7番人気）
馬単票数 計 267483 的中 �� 7431（8番人気）
ワイド票数 計 281429 的中 �� 6829（10番人気）�� 6251（12番人気）�� 516（72番人気）
3連複票数 計 483764 的中 ��� 1144（75番人気）
3連単票数 計 853679 的中 ��� 782（182番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．3―12．7―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．2―36．5―49．2―1：01．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ ヴ ァ ー ジ �
�
父 First Samurai �

�
母父 Indian Charlie 初出走

2015．3．27生 牡3栗 母 Indian Bay 母母 Buy the Barrel 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ノボマハロ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカモーリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月27日まで平地競走

に出走できない。
※クリノゴーギャン号・シヴァージ号・ヒロノオリオン号・ラカマロネス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04004 1月27日 晴 稍重 （30京都2）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30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

11 アスクハードスパン 牡3鹿 56 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 516－ 61：55．0 5．9�
77 サージュミノル 牡3黒鹿56 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：55．31� 1．9�
89 � ニシノトランザム 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

480± 01：55．51 12．6�
88 ワイルドシング 牡3黒鹿56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 458＋ 4 〃 クビ 26．4�
22 マイネルカイノン 牡3青鹿56 菱田 裕二 �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 496± 01：55．71	 12．7�
55 エイシンデジタル 牡3栗 56 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 512＋ 61：56．12
 12．9	
33 ト キ ノ オ ー 牡3黒鹿56 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 500－ 61：56．52
 18．2

66 ハギノフロンティア 牡3栗 56 �島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 506－ 61：56．71	 4．5�
44 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 B500－ 21：56．8
 36．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，139，700円 複勝： 49，434，300円 枠連： 9，042，600円
馬連： 45，981，900円 馬単： 26，457，800円 ワイド： 31，935，500円
3連複： 60，192，200円 3連単： 107，395，500円 計： 362，579，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 110円 � 230円 枠 連（1－7） 640円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 260円 �� 850円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 321397 的中 � 42901（3番人気）
複勝票数 計 494343 的中 � 56410（3番人気）� 230795（1番人気）� 30430（5番人気）
枠連票数 計 90426 的中 （1－7） 10804（3番人気）
馬連票数 計 459819 的中 �� 54591（2番人気）
馬単票数 計 264578 的中 �� 11657（6番人気）
ワイド票数 計 319355 的中 �� 34803（2番人気）�� 8495（11番人気）�� 18851（5番人気）
3連複票数 計 601922 的中 ��� 22013（4番人気）
3連単票数 計1073955 的中 ��� 6771（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．7―37．9―51．1―1：03．7―1：16．3―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4F51．3―3F38．7
1
3
・（4，7）（3，6，9）1（2，5）8
4（7，9）（3，5）（6，1，2）8

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

勝馬の
紹 介

アスクハードスパン 
�
父 ハードスパン 

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー 2017．12．16 阪神9着

2015．4．20生 牡3鹿 母 イ ル バ チ オ 母母 サーファーガール 3戦2勝 賞金 12，200，000円



04005 1月27日 晴 良 （30京都2）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

44 カンタービレ 牝3鹿 54 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 434＋ 21：50．1 1．2�
56 ウインルチル 牝3栗 54 和田 竜二�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 21：50．63 63．8�
22 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 396－ 41：50．81� 17．3�
69 レオコックブルー 牝3黒鹿54 川田 将雅親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 430－ 61：50．9クビ 11．8�
11 ラポートトーク 牝3青鹿54 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 460－ 8 〃 クビ 84．7�
57 クリノアリエル 牝3青 54 幸 英明栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 420＋ 41：51．21� 12．1	
711 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 446＋ 41：51．41� 13．6

812 グ ア ン 牝3栗 54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 460－ 41：51．5� 8．2�
45 クラウンローチ 牝3栗 54 �島 克駿河原 義宏氏 森田 直行 浦河 小島牧場 450± 01：52．03 138．6�
68 エウプロシュネ 牝3鹿 54 国分 優作高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 438＋ 81：52．1クビ 162．6�
33 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 田中 健奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 454± 01：52．73� 213．2�
710 オテンバキッズ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 428＋ 41：52．8� 166．3�
813 ローズベスト 牝3鹿 54 難波 剛健中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 小河 豊水 446－ 2 〃 ハナ 466．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，617，600円 複勝： 106，283，000円 枠連： 9，495，100円
馬連： 42，596，300円 馬単： 30，666，800円 ワイド： 32，564，700円
3連複： 61，294，800円 3連単： 120，573，600円 計： 431，091，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 540円 � 210円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 870円 �� 380円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 15，840円

票 数

単勝票数 計 276176 的中 � 171645（1番人気）
複勝票数 計1062830 的中 � 802112（1番人気）� 11817（7番人気）� 41141（5番人気）
枠連票数 計 94951 的中 （4－5） 14962（3番人気）
馬連票数 計 425963 的中 �� 15361（6番人気）
馬単票数 計 306668 的中 �� 9428（9番人気）
ワイド票数 計 325647 的中 �� 9438（8番人気）�� 24635（5番人気）�� 1764（25番人気）
3連複票数 計 612948 的中 ��� 8993（14番人気）
3連単票数 計1205736 的中 ��� 5517（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―49．5―1：02．2―1：14．6―1：26．8―1：38．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンタービレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2017．12．16 阪神2着

2015．3．6生 牝3鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 オテンバキッズ号は，発進不良〔出遅れ〕。

04006 1月27日 晴 良 （30京都2）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：33．0
1：30．7

良
良

35 レインボーナンバー 牡3黒鹿56 �島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：36．5 6．0�
47 アリストライン 牝3黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 8 〃 ハナ 4．7�
59 � フロリダロス 牡3鹿 56 国分 優作 �コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

484＋ 61：36．92	 131．7�
713 チャノカオリ 牝3鹿 54 小牧 太山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 412－ 61：37．11
 345．5�
510 ミッキードーヴィル 牡3黒鹿56 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 クビ 2．8�
714 マロンコート 牝3栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：37．2クビ 13．9	
48 � ラルムドランジュ 牝3青鹿54 武 豊
ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 408－ 6 〃 クビ 6．4�
815 ピースラヴィング 牡3栗 56 川島 信二小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 524± 01：37．41	 60．0�
36 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 古川 吉洋 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 船越牧場 440± 01：37．5	 239．9
612 プラードデラルス 牡3鹿 56 幸 英明前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 438± 0 〃 ハナ 5．1�
816 メイショウパルサー 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 462－101：37．71	 326．7�
24 コパノロビンソン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 432± 01：37．8	 113．2�
23 スズカクイーン 牝3黒鹿54 菱田 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460－ 81：38．22	 159．6�
11 カズアピアーニ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 478± 01：38．83	 37．9�
12 ピ ワ 牝3鹿 54 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 440＋121：39．43	 147．1�
611 エンクリプション 牝3鹿 54 四位 洋文 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 452 ―1：40．25 56．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，241，100円 複勝： 42，635，800円 枠連： 14，253，200円
馬連： 55，759，800円 馬単： 28，253，000円 ワイド： 37，585，000円
3連複： 69，843，000円 3連単： 87，814，300円 計： 365，385，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 200円 � 2，540円 枠 連（3－4） 860円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 620円 �� 6，750円 �� 10，660円

3 連 複 ��� 66，390円 3 連 単 ��� 292，040円

票 数

単勝票数 計 292411 的中 � 38802（4番人気）
複勝票数 計 426358 的中 � 64445（2番人気）� 63831（4番人気）� 3186（13番人気）
枠連票数 計 142532 的中 （3－4） 12764（4番人気）
馬連票数 計 557598 的中 �� 20323（9番人気）
馬単票数 計 282530 的中 �� 4855（18番人気）
ワイド票数 計 375850 的中 �� 16778（7番人気）�� 1380（40番人気）�� 871（56番人気）
3連複票数 計 698430 的中 ��� 789（118番人気）
3連単票数 計 878143 的中 ��� 218（503番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．6―59．9―1：12．2―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインボーナンバー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2017．8．13 札幌5着

2015．5．15生 牡3黒鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 5戦1勝 賞金 6，950，000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。
（非当選馬） 1頭 ヒルノコルドバ号



04007 1月27日 晴 稍重 （30京都2）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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

813� アンナペレンナ 牝5芦 55 M．デムーロ中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-
velopments 516－ 41：54．1 3．1�

22 	 タガノジーニアス 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B510＋ 6 〃 クビ 2．6�

57 クリノピョートル 牡4栗 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 512－ 21：54．63 13．7�
68 ウォーターレスター 牡5黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 530＋ 21：54．92 6．0�
44 	 メイショウタカトラ 牡4黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496－ 41：55．21
 67．4�
812 アイファーマグオー 牡6栗 57 国分 優作中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 520± 01：55．51� 365．9�
710	 ウイングエンペラー 牡5栗 57 幸 英明池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 492＋ 61：55．71
 67．9	
11 ジューンアンカー 牡4栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B470± 01：56．33
 127．0

711 スズカマイゲスト 牡4鹿 56 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482＋ 6 〃 アタマ 11．4�
45 ワンダーウマス 牡4鹿 56 高倉 稜山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 492＋101：56．51 6．5�
56 	 クリノメルクリウス �5鹿 57

54 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 450＋ 41：57．24 188．7
33 ウォーターダンテ 牡4栗 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 502± 01：57．62
 381．5�
69 	 エスシーレオーネ 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太工藤 圭司氏 浜田多実雄 浦河 櫛桁牧場 510－ 21：58．02
 35．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，241，200円 複勝： 35，341，600円 枠連： 12，472，500円
馬連： 62，436，000円 馬単： 32，138，400円 ワイド： 36，853，500円
3連複： 75，865，300円 3連単： 119，075，000円 計： 405，423，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 110円 � 240円 枠 連（2－8） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 180円 �� 490円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 312412 的中 � 80500（2番人気）
複勝票数 計 353416 的中 � 63044（2番人気）� 107066（1番人気）� 25372（6番人気）
枠連票数 計 124725 的中 （2－8） 28034（1番人気）
馬連票数 計 624360 的中 �� 124095（1番人気）
馬単票数 計 321384 的中 �� 30121（2番人気）
ワイド票数 計 368535 的中 �� 63697（1番人気）�� 16709（8番人気）�� 17838（6番人気）
3連複票数 計 758653 的中 ��� 46913（4番人気）
3連単票数 計1190750 的中 ��� 19636（9番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．1―12．4―12．7―13．0―13．2―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．0―48．4―1：01．1―1：14．1―1：27．3―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

�アンナペレンナ �
�
父 Tale of Ekati �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2016．1．24 京都3着

2013．4．20生 牝5芦 母 Maria’s Storm 母母 Bayou Storm 11戦3勝 賞金 25，110，000円

04008 1月27日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30京都2）第1日 第8競走 ��3，170�

うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード3：28．4良・良

44 タマモプラネット 牡8芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 496＋ 83：32．5 2．2�
55 ミヤジタイガ 牡8鹿 60 高田 潤曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 508＋ 63：33．88 4．8�
33 グッドスカイ 牝5黒鹿59 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 484＋20 〃 ハナ 3．2�
11 クリスタルキャノン 牝5芦 57 難波 剛健飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 478＋143：35．8大差 56．4�
77 マイネルヴォーダン 牡6栗 59 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 514－ 43：36．12 24．1�
78 ウインレーベン 牡7青鹿59 平沢 健治�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 472＋123：36．2クビ 16．0	
22 ラ ス テ ラ 牝7鹿 58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 490＋ 4 〃 クビ 57．3

810� シゲルノマオイ 牡6栗 59 草野 太郎森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 498＋ 83：41．1大差 90．3�
66 ドリームハヤテ 牡8鹿 60 北沢 伸也ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 516＋ 8 （競走中止） 11．2�
89 スプレーモゲレイロ 牡5鹿 59 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 464＋ 2 （競走中止） 16．8
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，884，500円 複勝： 29，810，300円 枠連： 11，473，400円
馬連： 49，200，200円 馬単： 26，306，600円 ワイド： 30，849，800円
3連複： 72，776，300円 3連単： 128，423，900円 計： 374，725，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（4－5） 620円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 220円 �� 160円 �� 320円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 計 258845 的中 � 91028（1番人気）
複勝票数 計 298103 的中 � 102451（1番人気）� 41538（3番人気）� 47434（2番人気）
枠連票数 計 114734 的中 （4－5） 14259（2番人気）
馬連票数 計 492002 的中 �� 59651（2番人気）
馬単票数 計 263066 的中 �� 18854（3番人気）
ワイド票数 計 308498 的中 �� 35144（2番人気）�� 55906（1番人気）�� 20738（4番人気）
3連複票数 計 727763 的中 ��� 98761（1番人気）
3連単票数 計1284239 的中 ��� 31278（5番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 54．3－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモプラネット �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．4．22生 牡8芦 母 チャームスター 母母 ハッピースター 障害：14戦4勝 賞金 91，429，000円
〔競走中止〕 ドリームハヤテ号は，2周目5号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。

スプレーモゲレイロ号は，2周目5号障害〔竹柵〕飛越後に，転倒した「ドリームハヤテ」号に触れ，騎手が落馬したため競
走中止。



04009 1月27日 曇 良 （30京都2）第1日 第9競走 ��
��2，400�

ば い か

梅 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 メイショウテッコン 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 B500＋ 42：28．9 8．0�
77 エ タ リ オ ウ 牡3青鹿56 和田 竜二 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 3．6�
55 サトノワルキューレ 牝3鹿 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 456－ 62：29．32� 3．3�
33 シスターフラッグ 牝3黒鹿54 岩田 康誠小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 492－ 22：29．4� 20．5�
88 ジ ェ シ ー 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 474± 02：29．5クビ 3．2	
22 キボウノダイチ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 496＋ 42：29．71	 17．6

89 ナムラアッパレ 牡3鹿 56 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 476－ 42：29．8� 192．1�
66 ウォーターパルフェ 牡3鹿 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 478＋ 22：29．9� 15．8�
11 シースプラッシュ 牡3鹿 56 荻野 極 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494－ 62：30．75 13．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 61，835，500円 複勝： 61，948，300円 枠連： 13，958，500円
馬連： 103，943，600円 馬単： 53，884，800円 ワイド： 58，217，400円
3連複： 136，662，600円 3連単： 243，031，100円 計： 733，481，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 140円 � 150円 枠 連（4－7） 1，370円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 500円 �� 490円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 15，390円

票 数

単勝票数 計 618355 的中 � 61530（4番人気）
複勝票数 計 619483 的中 � 71079（4番人気）� 134163（1番人気）� 111833（3番人気）
枠連票数 計 139585 的中 （4－7） 7865（6番人気）
馬連票数 計1039436 的中 �� 53475（5番人気）
馬単票数 計 538848 的中 �� 11350（15番人気）
ワイド票数 計 582174 的中 �� 27899（6番人気）�� 28615（4番人気）�� 59193（2番人気）
3連複票数 計1366626 的中 ��� 56037（4番人気）
3連単票数 計2430311 的中 ��� 11444（53番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．1―12．9―13．2―13．4―13．4―13．4―12．7―11．8―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．8―34．9―47．8―1：01．0―1：14．4―1：27．8―1：41．2―1：53．9―2：05．7―2：17．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3
4，8，2，1－6－（3，5）－7＝9
4，8，1，2（6，5）（3，7）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテッコン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2017．9．3 小倉1着

2015．4．17生 牡3青鹿 母 エーシンベロシティ 母母 Vermont Girl 3戦2勝 賞金 17，203，000円
〔制裁〕 エタリオウ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成30年2月3日から平成30年2月11日

まで騎乗停止。（被害馬：5番・1番・2番）
〔その他〕 エタリオウ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。

04010 1月27日 曇 良 （30京都2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

き づ が わ

木 津 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：31．4
1：30．7

良
良

11 ド ゥ ー カ 牡5栗 57 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 502－ 41：34．9 7．1�

79 ロッテンマイヤー 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 15．1�
810 エメラルスター 牡4黒鹿56 岩田 康誠高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 460＋ 41：35．0クビ 30．6�
811 タガノアスワド 牝4黒鹿54 幸 英明八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 2 〃 アタマ 5．3�
33 ミスディレクション �4黒鹿56 川島 信二�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494± 0 〃 クビ 10．8	
78 トゥザクラウン 牡4鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 536＋241：35．2	 1．6

67 ティーエスクライ 牝6芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 472＋ 61：35．52 19．9�
22 サトノグラン 牡4青鹿56 四位 洋文 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 21：35．6クビ 21．2�
44 プリンセスアスク 牝7青鹿55 菱田 裕二廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 470± 01：36．13 51．9
55 タガノカムイ 牡6栗 57 国分 優作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 61：36．74 59．9�
66 レンイングランド 牡6芦 57 古川 吉洋田畑 勝彦氏 青木 孝文 日高 天羽牧場 B542＋ 21：36．8クビ 253．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，072，400円 複勝： 105，631，000円 枠連： 23，464，900円
馬連： 121，554，400円 馬単： 67，167，100円 ワイド： 64，289，400円
3連複： 142，986，400円 3連単： 290，063，100円 計： 865，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 330円 � 630円 � 990円 枠 連（1－7） 570円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 10，620円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，040円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 26，390円 3 連 単 ��� 142，670円

票 数

単勝票数 計 500724 的中 � 55795（3番人気）
複勝票数 計1056310 的中 � 92663（3番人気）� 42842（7番人気）� 26019（8番人気）
枠連票数 計 234649 的中 （1－7） 31892（2番人気）
馬連票数 計1215544 的中 �� 19552（16番人気）
馬単票数 計 671671 的中 �� 4739（26番人気）
ワイド票数 計 642894 的中 �� 14492（13番人気）�� 8090（20番人気）�� 4573（34番人気）
3連複票数 計1429864 的中 ��� 4063（62番人気）
3連単票数 計2900631 的中 ��� 1474（286番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．3―11．9―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．8―47．0―59．3―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ ー カ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．8．16 小倉2着

2013．4．12生 牡5栗 母 シェリーバレンシア 母母 マ ル ケ ッ タ 21戦4勝 賞金 62，454，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04011 1月27日 曇 稍重 （30京都2）第1日 第11競走 ��
��1，800�

きたやま

北山ステークス
発走15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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

810 ロイヤルパンプ 牡6栗 57 川田 将雅吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 524＋ 41：52．1 5．1�
89 ジュンスパーヒカル 牡6鹿 57 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478± 01：52．31� 3．6�
44 ザイディックメア 牡6鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 480＋101：52．4クビ 4．8�
78 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 502± 01：53．25 4．4�
77 ヴ ァ ロ ー ア 牝6鹿 55 藤岡 佑介�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 474＋101：53．51	 5．6	
66 ミキノグランプリ 牡7栗 57 田中 健谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 486＋101：53．6	 35．1

22 サージェントバッジ 牡6黒鹿57 幸 英明大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B510＋ 41：54．02
 9．8�
33 マッシヴランナー 牡6黒鹿57 池添 謙一小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 532± 01：54．64 32．8�
55 � ミキノハルモニー 牡7栃栗57 �島 克駿谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：55．23
 163．2
11 � ヤマカツポセイドン 牡9黒鹿57 国分 優作山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 478＋ 8 〃 クビ 96．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，752，700円 複勝： 75，074，800円 枠連： 39，220，700円
馬連： 195，829，900円 馬単： 79，085，400円 ワイド： 83，339，100円
3連複： 239，336，400円 3連単： 405，038，000円 計： 1，174，677，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 130円 � 150円 枠 連（8－8） 770円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 360円 �� 440円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 577527 的中 � 89309（4番人気）
複勝票数 計 750748 的中 � 95875（4番人気）� 161239（1番人気）� 131586（2番人気）
枠連票数 計 392207 的中 （8－8） 39117（4番人気）
馬連票数 計1958299 的中 �� 154525（3番人気）
馬単票数 計 790854 的中 �� 29031（6番人気）
ワイド票数 計 833391 的中 �� 57914（3番人気）�� 45238（6番人気）�� 83513（1番人気）
3連複票数 計2393364 的中 ��� 125162（4番人気）
3連単票数 計4050380 的中 ��� 38413（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．4―49．0―1：01．9―1：14．6―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルパンプ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．6．14 東京9着

2012．3．22生 牡6栗 母 ロイヤルタバスコ 母母 マチカネベニザクラ 27戦4勝 賞金 82，823，000円
［他本会外：2戦1勝］

04012 1月27日 曇 稍重 （30京都2）第1日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 トウケイワラウカド 牡5鹿 57 四位 洋文木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 498－ 21：25．1 19．6�

714 メイショウラケーテ 牡4黒鹿56 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 464－ 2 〃 ハナ 7．8�
611 トウカイシュテルン 牝4鹿 54 和田 竜二内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 484＋ 61：25．31� 5．3�
11 ヴェンジェンス 牡5栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 486－ 21：25．4クビ 3．0�
24 モアニケアラ 牝6芦 55 古川 吉洋名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 51．0	
47 マルカソレイユ 牝4栗 54 岩田 康誠日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476＋ 21：25．5クビ 3．9

23 リアルプロジェクト 牡6鹿 57 酒井 学吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B536＋ 81：26．03 20．6�
12 	 ワキノアタリ 牝5鹿 55 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 462－ 61：26．1� 52．1�
612 アイファーサンディ 牡6鹿 57 高倉 稜中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 466－ 2 〃 クビ 426．9
713 シゲルメジロザメ 牝5鹿 55 
島 克駿森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 454± 01：26．2クビ 192．5�
59 ペプチドアルマ 牡6黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 468＋ 8 〃 クビ 34．4�
48 タガノカトレア 牝4鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 41：26．62� 6．2�
36 	 ワンダーヴァローレ 牡6鹿 57 小坂 忠士山本 能成氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 520＋ 81：27．13 326．2�
816� カフジオリオン 牡6鹿 57

56 ☆荻野 極加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 502± 01：27．2� 79．5�

35 ヴィーヴァギブソン �11鹿 57
54 ▲三津谷隼人芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 532＋ 81：27．73 257．5�

（15頭）
510 ヴィーナスフローラ 牝4栗 54 川島 信二大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 53，950，000円 複勝： 67，657，700円 枠連： 34，328，300円
馬連： 126，555，200円 馬単： 53，970，500円 ワイド： 69，916，200円
3連複： 177，074，500円 3連単： 238，919，800円 計： 822，372，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 400円 � 240円 � 200円 枠 連（7－8） 3，590円

馬 連 �� 7，020円 馬 単 �� 16，440円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，560円 �� 710円

3 連 複 ��� 12，890円 3 連 単 ��� 105，100円

票 数

単勝票数 計 539500 的中 � 21965（6番人気）
複勝票数 計 676577 的中 � 38133（6番人気）� 76376（5番人気）� 95755（3番人気）
枠連票数 計 343283 的中 （7－8） 7404（12番人気）
馬連票数 計1265552 的中 �� 13953（23番人気）
馬単票数 計 539705 的中 �� 2461（48番人気）
ワイド票数 計 699162 的中 �� 9039（21番人気）�� 11346（15番人気）�� 26370（8番人気）
3連複票数 計1770745 的中 ��� 10302（42番人気）
3連単票数 計2389198 的中 ��� 1648（303番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．0―47．3―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．8
3 ・（1，14，16）11－（2，8）－9（6，3，15）13，12－4，7，5 4 ・（1，14）11，16，2，8（9，3，15）（6，13）－（12，4）－7－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トウケイワラウカド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2015．10．17 京都4着

2013．2．22生 牡5鹿 母 アイスダンス 母母 Idrica 22戦4勝 賞金 51，064，000円
〔出走取消〕 ヴィーナスフローラ号は，疾病〔右前挫跖〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウボンロク号



（30京都2）第1日 1月27日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 148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

211，090，000円
14，800，000円
1，270，000円
23，300，000円
59，578，500円
4，404，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
437，327，800円
815，607，800円
198，742，900円
923，343，000円
476，512，800円
533，204，700円
1，207，898，000円
2，029，927，600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 6，622，564，600円

総入場人員 11，495名 （有料入場人員 10，802名）
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