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04013 1月28日 曇 稍重 （30京都2）第2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）

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

47 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± 01：14．4 7．4�
23 タッチアコード 牝3芦 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 ハナ 2．0�
816 ア ス ピ シ ア 牝3芦 54 和田 竜二服部 統祥氏 松田 国英 日高 チャンピオン

ズファーム B484－10 〃 クビ 5．2�
35 クーファエラン 牝3鹿 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 444＋ 21：14．71� 5．3�
714 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 436－ 41：14．8� 44．1�
59 リリープリンセス 牝3黒鹿54 勝浦 正樹村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B470＋ 61：15．33 8．4	
11 モスアゲート 牝3鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 424± 01：15．83 181．6

36 ブルベアアオジソ 牝3鹿 54 川島 信二 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 444± 0 〃 アタマ 52．3�
713 キクノグロウ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 410－ 4 〃 ハナ 40．0
611 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 小牧 太山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 436± 01：15．9クビ 303．3�
12 カシノアプローズ 牝3芦 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 加藤 重治 484－12 〃 クビ 203．9�
612 エメラルキセキ 牝3青鹿54 酒井 学高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 424－ 41：16．11 170．4�
48 スリーゴーディー 牝3栗 54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 村中牧場 466－ 41：16．42 199．3�
24 メイショウタオヤカ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 484＋ 41：16．5� 37．1�
510 タンドルマン 牝3鹿 54 中谷 雄太吉田 和美氏 松下 武士 平取 坂東牧場 448＋181：17．88 126．7�
815 シーサイドイン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 450± 01：19．410 434．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，661，000円 複勝： 39，154，200円 枠連： 10，821，300円
馬連： 52，325，600円 馬単： 26，896，400円 ワイド： 33，328，800円
3連複： 73，425，200円 3連単： 99，247，300円 計： 361，859，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（2－4） 720円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 290円 �� 580円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 10，350円

票 数

単勝票数 計 266610 的中 � 28726（4番人気）
複勝票数 計 391542 的中 � 53711（3番人気）� 138839（1番人気）� 47346（4番人気）
枠連票数 計 108213 的中 （2－4） 11582（3番人気）
馬連票数 計 523256 的中 �� 57663（2番人気）
馬単票数 計 268964 的中 �� 10679（7番人気）
ワイド票数 計 333288 的中 �� 30956（2番人気）�� 13488（7番人気）�� 23846（3番人気）
3連複票数 計 734252 的中 ��� 36051（4番人気）
3連単票数 計 992473 的中 ��� 6947（23番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―12．5―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．4―48．9―1：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．0
3 ・（9，14）16，7（3，4）5（2，13）10，1（6，15）（8，11）12 4 ・（9，14）16（7，3）5，4（2，13）1（8，10）6－11（12，15）

勝馬の
紹 介

ペプチドプラム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．6．18 函館8着

2015．3．30生 牝3黒鹿 母 ドリームスピカ 母母 マキシムドリーム 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ペプチドプラム号の騎手四位洋文は，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：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーサイドイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月28日まで平地競

走に出走できない。

04014 1月28日 曇 稍重 （30京都2）第2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

69 ハーベストムーン 牡3黒鹿56 武 豊三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：56．2 1．1�
57 ザファーストバイオ 牡3栗 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 460－ 21：56．52 37．0�
812 ナムラムツゴロー 牡3栗 56 松山 弘平奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 488± 01：57．45 11．0�
56 ガッツィーソート 牡3栗 56 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 512－ 41：57．61� 28．9�
33 ニホンピロレスター 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 482－ 81：57．81� 5．3�
22 ヘ イ デ イ 牡3鹿 56 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506＋ 81：58．43� 28．4	
45 サイモンサーマル 牡3鹿 56 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 502± 01：58．5� 75．4

68 テイエムダイアラシ 牡3青鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 438± 0 〃 クビ 161．5�
813 メイショウランマル 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 太陽牧場 B440＋ 41：59．88 264．8�
44 トーアスサノオー 牡3栗 56 西田雄一郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 460－ 22：00．0� 178．7
11 ブルベアカボス 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 川村 禎彦 伊達 高橋農場 438＋ 42：00．32 281．6�
711 ダイシンソルス 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人大八木信行氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 458± 02：00．51� 413．3�
710 ホーリークロス 牝3栗 54 水口 優也田頭 勇貴氏 石毛 善彦 むかわ 桑原牧場 428－ 22：02．110 555．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，568，600円 複勝： 117，605，400円 枠連： 11，641，000円
馬連： 50，392，400円 馬単： 40，998，200円 ワイド： 34，102，000円
3連複： 67，994，300円 3連単： 169，366，500円 計： 526，668，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 360円 � 220円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 500円 �� 350円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 345686 的中 � 231920（1番人気）
複勝票数 計1176054 的中 � 930530（1番人気）� 18083（6番人気）� 36359（3番人気）
枠連票数 計 116410 的中 （5－6） 13153（2番人気）
馬連票数 計 503924 的中 �� 30569（5番人気）
馬単票数 計 409982 的中 �� 21179（6番人気）
ワイド票数 計 341020 的中 �� 17425（5番人気）�� 27551（2番人気）�� 4371（16番人気）
3連複票数 計 679943 的中 ��� 14054（11番人気）
3連単票数 計1693665 的中 ��� 13877（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．9―50．1―1：03．6―1：16．5―1：29．7―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーベストムーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．1．14 京都2着

2015．2．4生 牡3黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホーリークロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月28日まで平地競

走に出走できない。
※ホーリークロス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 京都競馬 第２日



04015 1月28日 曇 稍重 （30京都2）第2日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11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
1：21．7
1：21．5

重
不良

713 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 470－ 41：26．2 3．0�
34 アカツキジョー 牡3栗 56 三浦 皇成河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 500－ 21：26．41� 8．7�
47 スマートアルタイル 牡3栗 56 浜中 俊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 450－101：26．71� 2．9�
11 ブライトエンパイア 牡3鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440－ 41：26．91� 6．3�
23 	 ソウルセイバー 牡3黒鹿56 国分 優作�ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

520± 01：27．43 112．4�
815 ニシノキントウン 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 456－ 41：27．82
 6．7	
611 グーテンターク 牡3鹿 56 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B492＋12 〃 ハナ 57．4

58 サイモンバイタル 牡3鹿 56 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 448± 01：27．9クビ 57．7�
610 ガ ブ リ ヨ リ 牡3栗 56 吉村 智洋中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 490－ 21：28．43 343．9�

（兵庫）

22 ナムラセンリョウ 牡3栗 56 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 若林 順一 458＋ 21：28．72 557．7
46 ヤサカファルコ 牡3黒鹿56 森 一馬志邑 宣彦氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 482－ 81：28．91� 38．4�
59 シーアフェアリー 牝3栗 54 中谷 雄太�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 452－ 41：29．11 40．7�
814 メイショウタンゴ 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 458－ 41：29．2
 15．7�
712 ニホンピロクリス 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 496＋ 41：30．26 510．8�
35 テイエムトレンディ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 390－ 41：30．73 627．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，862，600円 複勝： 45，369，700円 枠連： 12，884，700円
馬連： 61，014，900円 馬単： 31，665，900円 ワイド： 39，955，900円
3連複： 86，871，300円 3連単： 114，324，200円 計： 423，949，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 210円 � 120円 枠 連（3－7） 1，410円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 460円 �� 200円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 318626 的中 � 82744（2番人気）
複勝票数 計 453697 的中 � 112638（1番人気）� 39709（5番人気）� 107076（2番人気）
枠連票数 計 128847 的中 （3－7） 7069（6番人気）
馬連票数 計 610149 的中 �� 31576（6番人気）
馬単票数 計 316659 的中 �� 8982（11番人気）
ワイド票数 計 399559 的中 �� 20257（6番人気）�� 62632（1番人気）�� 16299（7番人気）
3連複票数 計 868713 的中 ��� 56748（3番人気）
3連単票数 計1143242 的中 ��� 10642（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．6―48．0―1：00．5―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ー ウ ェ イ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．11．3 京都3着

2015．2．22生 牡3鹿 母 メルヴェイユーズ 母母 ノースフライト 4戦1勝 賞金 10，100，000円
※出走取消馬 イッツパーフェクト号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グランロックハート号・タカノコウイン号・ブルベアノザワナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04016 1月28日 曇 稍重 （30京都2）第2日 第4競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走11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

55 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿56 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 488－ 42：01．2 9．5�
44 サマーサプライズ 牡4鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 484＋ 2 〃 クビ 3．6�
88 ミラクルユニバンス 牡5栗 57 三浦 皇成亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444＋ 22：01．3� 47．6�
77 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B508＋ 42：02．04 1．5�
22 セカンドエフォート 牡5青鹿57 中谷 雄太 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 504± 02：02．85 30．5�
66 ハイクアウト 牡4鹿 56 古川 吉洋	ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 498－ 42：02．9� 69．4

11 エフハリスト 牡5青鹿57 和田 竜二吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 476＋102：03．0� 7．3�
89 � ニホンピログレード 牡5栗 57 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 484＋ 92：05．6大差 133．3
33 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 B470± 02：11．9大差 27．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，991，400円 複勝： 45，821，100円 枠連： 8，762，800円
馬連： 42，319，800円 馬単： 29，976，600円 ワイド： 27，407，800円
3連複： 56，335，500円 3連単： 142，585，100円 計： 383，200，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 310円 � 260円 � 750円 枠 連（4－5） 860円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，640円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 38，780円

票 数

単勝票数 計 299914 的中 � 25224（4番人気）
複勝票数 計 458211 的中 � 40405（3番人気）� 51205（2番人気）� 13934（5番人気）
枠連票数 計 87628 的中 （4－5） 7876（4番人気）
馬連票数 計 423198 的中 �� 27568（4番人気）
馬単票数 計 299766 的中 �� 7009（12番人気）
ワイド票数 計 274078 的中 �� 17643（5番人気）�� 4076（17番人気）�� 4558（14番人気）
3連複票数 計 563355 的中 ��� 5845（20番人気）
3連単票数 計1425851 的中 ��� 2665（90番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．2―12．5―12．6―13．1―13．3―13．1―13．2―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―29．5―42．0―54．6―1：07．7―1：21．0―1：34．1―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．2
1
3
4（3，7）－2（6，5）1，9－8
4（7，5）2（8，6，1）－9＝3

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

勝馬の
紹 介

メ ガ フ レ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．2．12 京都11着

2014．3．2生 牡4黒鹿 母 オーシャンルミナス 母母 オーシャンドリーム 13戦2勝 賞金 18，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スワーヴノートン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月28日まで平地競

走に出走できない。



04017 1月28日 曇 良 （30京都2）第2日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時20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

714 ノストラダムス 牡3鹿 56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：16．2 2．4�
24 マサハヤニース 牡3鹿 56 小牧 太中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－ 22：16．41� 38．3�
815 イペルラーニオ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 484± 0 〃 クビ 78．4�
35 ピボットポイント 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 22：16．5クビ 2．3�
11 エ イ コ ー ン 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 446－ 6 〃 クビ 33．2�
611 ナ ポ リ タ ン 牝3鹿 54 川島 信二市川義美ホール

ディングス	 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 478－ 42：16．6� 60．0

713 リバプールタウン 牡3鹿 56 幸 英明薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 470－122：16．81 90．6�
510 ウインドピトレスク 牝3栗 54 柴田 未崎福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 436－ 82：17．12 377．8�
47 ハルキスター 牡3栗 56 松山 弘平若草クラブ 浅見 秀一 洞	湖 レイクヴィラファーム 466－ 22：17．2
 97．6
12 ウォーターエルピス 牡3黒鹿56 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 522－ 42：17．4
 162．4�
36 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 494＋ 22：17．82� 6．9�
48 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 446＋ 6 〃 クビ 15．8�
816 メ バ エ 牝3鹿 54 川田 将雅ライオンレースホース	 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 432＋ 62：18．01� 17．5�
612 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 448－ 62：18．1� 668．9�

23 アルファーティハ 牡3栗 56 西田雄一郎清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム B484－ 82：19．05 516．8�
59 バレーノロッソ 牡3栗 56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 482－ 62：19．1� 24．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，473，600円 複勝： 53，745，600円 枠連： 20，185，100円
馬連： 75，917，400円 馬単： 38，922，300円 ワイド： 52，205，000円
3連複： 109，474，600円 3連単： 157，418，100円 計： 549，341，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 690円 � 1，270円 枠 連（2－7） 4，500円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，290円 �� 21，040円

3 連 複 ��� 49，280円 3 連 単 ��� 163，040円

票 数

単勝票数 計 414736 的中 � 135446（2番人気）
複勝票数 計 537456 的中 � 180083（1番人気）� 14569（9番人気）� 7506（11番人気）
枠連票数 計 201851 的中 （2－7） 3470（11番人気）
馬連票数 計 759174 的中 �� 18439（10番人気）
馬単票数 計 389223 的中 �� 6466（14番人気）
ワイド票数 計 522050 的中 �� 13191（10番人気）�� 5857（19番人気）�� 619（73番人気）
3連複票数 計1094746 的中 ��� 1666（98番人気）
3連単票数 計1574181 的中 ��� 700（339番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．7―12．3―13．0―13．1―12．6―12．0―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．1―36．8―49．1―1：02．1―1：15．2―1：27．8―1：39．8―1：51．8―2：03．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノストラダムス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．7．23 函館2着

2015．1．30生 牡3鹿 母 ソ ム ニ ア 母母 ドリームスケイプ 6戦1勝 賞金 13，700，000円

04018 1月28日 曇 良 （30京都2）第2日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55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

36 ア シ ュ リ ン 牝3青鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 440 ―1：36．7 6．1�
11 クナルゲニアール 牡3青鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 522 ― 〃 ハナ 3．9�
714 トウシンカイザー 牡3鹿 56 松山 弘平�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 508 ―1：37．01� 19．7�
510 ウインサクヤヒメ 牝3鹿 54 荻野 琢真�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 422 ―1：37．21� 45．2�
12 ナムラドノヴァン 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 476 ― 〃 ハナ 105．8	
48 オ ル ト シ ア 牝3鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 436 ―1：37．3� 6．7

816 ランパートエース 牡3栗 56 酒井 学村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 出口牧場 486 ―1：37．72	 47．3�
23 タガノフレッサ 牝3鹿 54 小林 徹弥八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 406 ―1：37．91� 222．3�
713 キタノカイダンジ 牡3青鹿56 松田 大作國分 純氏 友道 康夫 日高 スマイルファーム 436 ―1：38．11� 36．7
611 ダブルフラット 牡3黒鹿56 M．デムーロ 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 508 ―1：38．2	 2．2�
24 パルティーレ 牝3栗 54 西田雄一郎吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472 ―1：38．41� 197．3�
815 ハ イ ド ラ ン 牝3黒鹿54 四位 洋文五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 480 ―1：38．61	 48．7�
612
 ス パ ー ダ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二氏 武井 亮 米 Fairlawn

Farm 482 ― 〃 アタマ 17．5�
59 アンクルスター 牡3黒鹿56 難波 剛健野嶋 祥二氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 476 ―1：38．7クビ 82．9�
47 フラッグサルート 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 ハナ 68．3�
35 ヴィグランドユウキ 牡3鹿 56 国分 優作大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか 山田牧場 508 ―1：39．76 244．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，583，000円 複勝： 42，926，100円 枠連： 17，075，100円
馬連： 62，745，800円 馬単： 31，288，000円 ワイド： 42，500，200円
3連複： 80，165，200円 3連単： 109，038，800円 計： 426，322，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 160円 � 370円 枠 連（1－3） 1，300円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，490円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 31，070円

票 数

単勝票数 計 405830 的中 � 52545（3番人気）
複勝票数 計 429261 的中 � 58428（3番人気）� 83968（2番人気）� 23781（6番人気）
枠連票数 計 170751 的中 （1－3） 10118（6番人気）
馬連票数 計 627458 的中 �� 39438（4番人気）
馬単票数 計 312880 的中 �� 8088（11番人気）
ワイド票数 計 425002 的中 �� 22878（5番人気）�� 6996（13番人気）�� 10069（9番人気）
3連複票数 計 801652 的中 ��� 9475（17番人気）
3連単票数 計1090388 的中 ��� 2544（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．2―48．8―1：01．2―1：13．3―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア シ ュ リ ン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2015．4．22生 牝3青鹿 母 アンティックドール 母母 Antique Auction 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 アブソーブ号・アリエッティ号・アレグレメンテ号・アンシェンヌヴィル号・イエローマリンバ号・

オスカールビー号・クリノザビエル号・ゲンパチマハロ号・サトノゲイル号・サンライズアミーゴ号・
ショウザドリーム号・ダカーポ号・ディアアルム号・トウケイサミドリ号・ファビラスヒロイン号・マージェリー号・
ミッキーチャーム号・ヨキニハカラエ号



04019 1月28日 曇 稍重 （30京都2）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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

813 イサチルホープ 牡6栗 57 中谷 雄太小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 480＋101：13．3 2．8�
58 � リッカクロフネ 牡6芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 492＋201：13．51� 32．4�
69 リ ガ ス 牡4芦 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 522＋ 11：13．92� 7．0�
33 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 528＋ 6 〃 ハナ 6．4�
22 グランドガール 牝4鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472－ 4 〃 クビ 10．8�
46 コスモコレクション 牡5栗 57 三浦 皇成 	ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 482－ 81：14．0� 54．9

57 プリモガナドール 牝4栗 54 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 454＋ 21：14．1� 26．5�
34 トウケイフクキタル 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 474＋ 21：14．41	 15．0�
11 ハートフルタイム 牡4黒鹿56 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 506＋ 8 〃 アタマ 3．5
814 カワキタピリカ 牡5鹿 57 西田雄一郎川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B508± 0 〃 ハナ 36．4�
45 テイエムハヤブサ 牡5青鹿57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 B474＋ 41：14．5クビ 159．0�
610� メイショウアワジ 牡4鹿 56

53 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 466＋ 2 〃 クビ 72．7�
711 メイショウフレイヤ 牝5栗 55 小牧 太松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 466＋ 41：15．77 40．8�
712� アイファータレント 牡4鹿 56 松山 弘平中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 494－141：16．76 250．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，753，100円 複勝： 46，581，200円 枠連： 17，085，000円
馬連： 74，597，400円 馬単： 33，843，300円 ワイド： 50，771，800円
3連複： 102，885，700円 3連単： 135，500，800円 計： 496，018，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 580円 � 220円 枠 連（5－8） 1，820円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 440円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 45，270円

票 数

単勝票数 計 347531 的中 � 96941（1番人気）
複勝票数 計 465812 的中 � 106262（1番人気）� 15164（8番人気）� 54466（4番人気）
枠連票数 計 170850 的中 （5－8） 7269（7番人気）
馬連票数 計 745974 的中 �� 13812（15番人気）
馬単票数 計 338433 的中 �� 4585（24番人気）
ワイド票数 計 507718 的中 �� 10124（14番人気）�� 32628（3番人気）�� 5155（26番人気）
3連複票数 計1028857 的中 ��� 9225（28番人気）
3連単票数 計1355008 的中 ��� 2170（142番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．9―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．4―36．3―48．7―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イサチルホープ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2014．11．8 京都5着

2012．3．9生 牡6栗 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー 25戦3勝 賞金 41，356，000円
〔発走状況〕 プリモガナドール号が，発走地点への集合に遅れたため，発走時刻3分遅延。

ハートフルタイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

04020 1月28日 曇 稍重 （30京都2）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 ヴィルデローゼ 牝4黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋201：26．4 2．3�
58 デロングスター 牝4栗 54 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466－ 21：26．61� 4．6�
712� パンツァネッラ 牝4芦 54 池添 謙一山本 英俊氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 482－281：26．81� 10．4�
34 ヤマノヒマワリ 牝4黒鹿54 国分 優作山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 486－ 41：26．9� 92．6�
814 パルトネール 牝4栗 54 M．デムーロ手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 532± 01：27．0クビ 4．0�
46 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55 三浦 皇成�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468－ 21：27．42	 19．4	
47 ララベスラーナ 牝4栗 54 和田 竜二ディアレストクラブ
 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ B482± 01：27．61 14．4�
35 � ペ リ コ ー ル 牝5栗 55 小牧 太門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：27．7� 81．4�
22 ショウサンルヴィア 牝4鹿 54

53 ☆加藤 祥太鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 466－ 41：27．8	 202．8
611� マーケットレイズン 牝4芦 54 田中 健峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 436± 01：27．9	 566．5�
23 � ゼ ラ ル ダ 牝5栗 55 幸 英明幅田 昌伸氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 468＋ 81：28．22 291．2�
713� ペイシャブルー 牝4黒鹿54 松山 弘平北所 直人氏 坂口 正則 日高 中川 欽一 422－171：28．41	 48．4�
610 マイグランクロア 牝5鹿 55 吉村 智洋吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 504＋241：28．5クビ 12．4�

（兵庫）

59 ローザルージュ 牝5黒鹿55 浜中 俊村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 500＋ 2 〃 ハナ 72．8�
11 � スイートアリエッタ 牝5鹿 55 酒井 学岩﨑 僖澄氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 440＋ 41：29．03 305．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，740，900円 複勝： 48，978，900円 枠連： 23，847，400円
馬連： 90，972，600円 馬単： 40，130，400円 ワイド： 51，483，000円
3連複： 111，558，000円 3連単： 163，757，300円 計： 577，468，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 160円 � 270円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 340円 �� 690円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 467409 的中 � 157484（1番人気）
複勝票数 計 489789 的中 � 100816（1番人気）� 85208（3番人気）� 35849（6番人気）
枠連票数 計 238474 的中 （5－8） 54642（1番人気）
馬連票数 計 909726 的中 �� 104161（2番人気）
馬単票数 計 401304 的中 �� 27401（2番人気）
ワイド票数 計 514830 的中 �� 42210（3番人気）�� 18472（8番人気）�� 14388（13番人気）
3連複票数 計1115580 的中 ��� 30719（9番人気）
3連単票数 計1637573 的中 ��� 14329（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．6―48．0―1：00．6―1：13．3

コーナー
通過順位

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

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4黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 6戦2勝 賞金 17，600，000円
〔制裁〕 ショウナンマシェリ号の調教師梅田智之は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04021 1月28日 曇 良 （30京都2）第2日 第9競走 ��
��1，200�

わ か な

若 菜 賞
発走14時25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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

33 オジョーノキセキ 牝3鹿 54 松山 弘平前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 502－ 41：10．4 5．7�
79 ベ ル ガ ド 牡3栗 56 M．デムーロ�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 464± 0 〃 クビ 4．4�
812 メジャーレート 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：10．5クビ 4．1�
811 ハ ゼ ル 牡3栗 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 494－ 4 〃 クビ 32．8�
44 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 478－ 4 〃 ハナ 4．5	
67 ジョーカナチャン 牝3鹿 54 池添 謙一上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 438－ 41：10．6� 17．0

22 レッドシャーロット 牝3鹿 54 横山 典弘 �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＋ 21：10．7� 13．8�
56 タイセイソニック 牡3黒鹿56 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 452＋ 61：10．8� 5．6�
11 ヤエノグラフ 牝3鹿 54 浜中 俊増田 和啓氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 クビ 35．8
710 ブルベアルッコラ 牡3鹿 56 酒井 学 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 470－ 21：10．9� 78．6�
68 ナムラバンザイ 牡3鹿 56 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 440＋ 21：11．11� 131．1�
55 � テクノマインド 牡3栗 56 吉村 智洋梶山 高志氏 住吉 朝男 新ひだか 佐竹 学 432－ 81：11．2	 198．3�

（兵庫） （兵庫）

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，169，900円 複勝： 74，078，700円 枠連： 19，381，400円
馬連： 125，911，300円 馬単： 55，036，200円 ワイド： 68，144，600円
3連複： 154，162，600円 3連単： 224，763，200円 計： 771，647，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 170円 � 170円 枠 連（3－7） 1，470円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 530円 �� 630円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 15，340円

票 数

単勝票数 計 501699 的中 � 69617（5番人気）
複勝票数 計 740787 的中 � 105008（5番人気）� 117353（3番人気）� 118165（2番人気）
枠連票数 計 193814 的中 （3－7） 10175（8番人気）
馬連票数 計1259113 的中 �� 75350（7番人気）
馬単票数 計 550362 的中 �� 15436（13番人気）
ワイド票数 計 681446 的中 �� 32962（7番人気）�� 27183（10番人気）�� 36006（6番人気）
3連複票数 計1541626 的中 ��� 48596（8番人気）
3連単票数 計2247632 的中 ��� 10617（52番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．0―12．1―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．5―47．6―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．9
3 1，7（3，11）（4，9）（6，12）（8，10）5－2 4 ・（1，7）（3，11）（4，9）（6，12）8（5，10）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オジョーノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2017．7．15 福島1着

2015．1．21生 牝3鹿 母 キャプテンガール 母母 ツーツーエイプリル 6戦2勝 賞金 26，301，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04022 1月28日 曇 良 （30京都2）第2日 第10競走 ��
��1，800�

あ す か

飛鳥ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

67 トリコロールブルー 牡4青鹿56 武 豊 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：48．2 3．5�
11 プロフェット 牡5鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 アタマ 8．2�
79 テーオービクトリー 牝4鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：48．41� 4．8�
811 ア ク ー ト 牡5鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436± 01：48．61� 7．0�
22 サンライズタイセイ 牡8鹿 57 古川 吉洋松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 478＋121：48．92 201．5�
44 ナイトオブナイツ 牡5栗 57 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 462＋ 41：49．0クビ 9．0

78 デンコウリキ 牡8黒鹿57 吉村 智洋田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 516－ 81：49．1	 51．4�

（兵庫）

55 ジャズファンク 牡6鹿 57 横山 典弘市川義美ホール
ディングス	 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 60．7�

33 ポルトドートウィユ 牡6鹿 57 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 512＋101：49．63 3．9
810 ロードアルバータ 牡4青鹿56 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 61：49．91	 17．9�
66 レーヌドブリエ 牝6栗 55 四位 洋文 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 438－ 21：50．64 23．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 64，904，500円 複勝： 87，008，000円 枠連： 24，485，500円
馬連： 157，534，900円 馬単： 65，548，300円 ワイド： 81，767，700円
3連複： 191，382，700円 3連単： 296，517，600円 計： 969，149，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 210円 � 180円 枠 連（1－6） 1，360円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 590円 �� 490円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 649045 的中 � 145487（1番人気）
複勝票数 計 870080 的中 � 173896（1番人気）� 92567（5番人気）� 124138（3番人気）
枠連票数 計 244855 的中 （1－6） 13873（7番人気）
馬連票数 計1575349 的中 �� 80017（7番人気）
馬単票数 計 655483 的中 �� 22997（5番人気）
ワイド票数 計 817677 的中 �� 35880（8番人気）�� 44435（3番人気）�� 25226（14番人気）
3連複票数 計1913827 的中 ��� 45501（11番人気）
3連単票数 計2965176 的中 ��� 16170（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．3―48．8―1：01．4―1：13．3―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリコロールブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Pivotal デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．8生 牡4青鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 8戦4勝 賞金 60，571，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



04023 1月28日 曇 良 （30京都2）第2日 第11競走 ��
��1，200�第23回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，29．1．28以降30．1．21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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 ファインニードル 牡5鹿 57 川田 将雅 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 488＋181：08．3 7．7�

47 セイウンコウセイ 牡5栗 58 松田 大作西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 504＋ 61：08．62 9．9�
24 フミノムーン 牡6栗 55 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 458＋ 41：08．7クビ 92．6�
713 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 498－ 2 〃 ハナ 7．5�
715 ナックビーナス 牝5青鹿54 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 524＋ 2 〃 クビ 10．4�
23 グレイトチャーター 牡6鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506± 01：08．8� 30．4	
36 セカンドテーブル 牡6栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 482－ 21：09．0	 16．5

59 キングハート 牡5鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 498＋16 〃 ハナ 26．0�
612 タマモブリリアン 牝5黒鹿52 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 476＋ 6 〃 ハナ 213．2�
817 ロードクエスト 牡5鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 466＋ 21：09．1� 20．4
12 アレスバローズ 牡6黒鹿54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 504＋14 〃 ハナ 4．9�
611 ユキノアイオロス 
10鹿 53 川島 信二井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 4 〃 ハナ 328．1�
714 ミッキーラブソング 牡7黒鹿56 松山 弘平野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466－ 21：09．31� 50．8�
35 アットザシーサイド 牝5鹿 53 四位 洋文吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 446＋ 41：09．61	 19．4�
510� ニシケンモノノフ 牡7栗 57．5 横山 典弘西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 B514＋ 71：09．7	 19．4�
48 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿55 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 478＋ 2 〃 クビ 3．9�
818 ナリタスターワン 牡6鹿 55 幸 英明�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 476± 01：09．8� 193．8�
816 ラインミーティア 牡8鹿 57 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 484＋ 8 〃 クビ 91．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 219，106，400円 複勝： 312，647，600円 枠連： 180，204，900円
馬連： 771，648，400円 馬単： 278，297，000円 ワイド： 395，783，300円
3連複： 1，336，555，800円 3連単： 1，750，105，000円 計： 5，244，348，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 330円 � 370円 � 1，740円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 6，630円 �� 9，410円

3 連 複 ��� 54，280円 3 連 単 ��� 237，290円

票 数

単勝票数 計2191064 的中 � 226782（4番人気）
複勝票数 計3126476 的中 � 268713（5番人気）� 233441（6番人気）� 41417（15番人気）
枠連票数 計1802049 的中 （1－4） 281501（1番人気）
馬連票数 計7716484 的中 �� 186758（8番人気）
馬単票数 計2782970 的中 �� 35743（16番人気）
ワイド票数 計3957833 的中 �� 82929（8番人気）�� 15166（71番人気）�� 10653（85番人気）
3連複票数 計13365558 的中 ��� 18467（183番人気）
3連単票数 計17501050 的中 ��� 5347（818番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．9―11．1―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．0―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．3
3 7，8（1，15）（9，18）（3，12）（6，14）（2，13）（16，5）（4，10，17）11 4 7（1，8）（9，15）（3，18）12（6，14）（2，13）（16，5，4，17）11，10

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡5鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 23戦7勝 賞金 191，072，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アクティブミノル号・コスモドーム号・スマートカルロス号・ディバインコード号

04024 1月28日 曇 稍重 （30京都2）第2日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 ベストセラーアスク 牝7鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 442± 01：54．1 10．8�
44 メイショウマトイ 牡4鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：54．31 9．6�
69 タガノアンピール 牡4黒鹿56 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 554＋ 41：54．4� 7．8�
11 メイショウホウトウ 牡7青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 500－ 41：55．14 13．5�
56 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 476－ 2 〃 アタマ 3．0�
45 	 デ ブ リ ン 牡6栗 57 吉村 智洋一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 544＋ 6 〃 クビ 88．3	
（兵庫）

812 キングラディウス 牡5栗 57 三浦 皇成菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B482± 01：55．2クビ 24．2

68 エヴォリューション 牝7鹿 55 高倉 稜岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490－ 61：55．52 165．6�
57 	 タ ピ ゾ ー 牡4芦 56 和田 竜二大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford 502－121：55．6
 3．3�
33 マイネルボルソー 牡7鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B478－ 21：55．81
 23．0
813� トウシンダイヤ 牡5栗 57 柴田 未崎�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 546＋ 21：57．5大差 138．2�
710� コ ス モ ス 牡4栗 56 国分 優作 �コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 B476± 01：57．92
 22．5�
711 タマモユウトウセイ 牡7栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B496＋ 61：58．64 14．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，609，700円 複勝： 66，663，800円 枠連： 41，111，300円
馬連： 156，021，000円 馬単： 66，088，400円 ワイド： 86，217，800円
3連複： 216，219，300円 3連単： 313，989，500円 計： 1，004，920，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 260円 � 300円 � 250円 枠 連（2－4） 5，220円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，280円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 11，080円 3 連 単 ��� 80，660円

票 数

単勝票数 計 586097 的中 � 43277（5番人気）
複勝票数 計 666638 的中 � 68138（4番人気）� 55474（6番人気）� 71148（3番人気）
枠連票数 計 411113 的中 （2－4） 6095（17番人気）
馬連票数 計1560210 的中 �� 24470（21番人気）
馬単票数 計 660884 的中 �� 4140（45番人気）
ワイド票数 計 862178 的中 �� 14361（20番人気）�� 17370（17番人気）�� 17738（16番人気）
3連複票数 計2162193 的中 ��� 14632（42番人気）
3連単票数 計3139895 的中 ��� 2822（291番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．5―12．5―13．1―13．4―13．4―13．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．9―35．4―47．9―1：01．0―1：14．4―1：27．8―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．7
1
3
・（6，11）－10，7－（3，9）－（1，12）－（5，8）－4（2，13）
6，11（10，7）（9，12）3（1，8，4）（5，13）2

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

勝馬の
紹 介

ベストセラーアスク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．3 京都12着

2011．3．8生 牝7鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 38戦3勝 賞金 43，438，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（30京都2）第2日 1月28日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

240，520，000円
2，590，000円
19，340，000円
1，620，000円
28，470，000円
67，750，500円
4，674，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
679，424，700円
980，580，300円
387，485，500円
1，721，401，500円
738，691，000円
963，667，900円
2，587，030，200円
3，676，613，400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 11，734，894，500円

総入場人員 17，637名 （有料入場人員 16，722名）
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