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01025 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

35 アッシェンプッテル 牝3鹿 54 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 61：56．5 17．2�
815 メイショウオトワ 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 438＋ 4 〃 ハナ 12．4�
612 メイショウウグイス 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 452＋ 21：56．71 1．3�
11 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 476＋ 2 〃 クビ 15．7�
23 タイムハンドラー 牝3鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：56．8クビ 12．5�
47 アイトマコト 牝3芦 54 �島 克駿前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：57．11� 53．3	
24 ローザノワール 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 448－ 21：57．52� 21．6

48 ダイシンキャラミ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 436－ 21：57．71 143．7�
59 ワ イ オ リ 牝3鹿 54 北村 友一ニッシンレーシング 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 61：58．12� 16．9�
816 マンハッタンソング 牝3黒鹿54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 奥村 豊 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 01：58．31� 235．7
510 ボーズキャット 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 458－121：59．36 49．1�
12 コマノベニーニ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也長谷川芳信氏 田所 秀孝 むかわ 新井牧場 434± 02：00．04 236．6�
714 アイファーキャノン 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 424＋ 62：00．95 99．8�
36 ラルムエトワール 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 22：01．0クビ 24．1�
713 ル リ ユ ー ル 牝3栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 484＋ 4 〃 クビ 91．3�
611 クリノエメラルド 牝3青 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 有限会社 大

作ステーブル 430± 02：01．42 360．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，468，300円 複勝： 124，165，700円 枠連： 14，275，500円
馬連： 54，167，700円 馬単： 35，311，400円 ワイド： 45，520，500円
3連複： 84，918，700円 3連単： 124，913，700円 計： 513，741，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 250円 � 260円 � 110円 枠 連（3－8） 4，440円

馬 連 �� 10，230円 馬 単 �� 23，960円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 400円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 49，110円

票 数

単勝票数 計 304683 的中 � 14133（6番人気）
複勝票数 計1241657 的中 � 30815（5番人気）� 28843（6番人気）� 976921（1番人気）
枠連票数 計 142755 的中 （3－8） 2490（14番人気）
馬連票数 計 541677 的中 �� 4100（23番人気）
馬単票数 計 353114 的中 �� 1105（42番人気）
ワイド票数 計 455205 的中 �� 6272（20番人気）�� 30099（5番人気）�� 35717（2番人気）
3連複票数 計 849187 的中 ��� 27038（7番人気）
3連単票数 計1249137 的中 ��� 1844（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．2―50．5―1：03．6―1：16．7―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4F52．9―3F39．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

アッシェンプッテル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．28 阪神5着

2016．5．19生 牝3鹿 母 ミミオブパラダイス 母母 ヘヴンリーアドヴァイス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ローザノワール号の騎手三津谷隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 1頭 アイファーファーレ号
（非抽選馬） 2頭 エンゼルサンライズ号・ティボリドライヴ号

01026 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

35 タガノコルソ 牡3鹿 56 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 81：13．1 19．8�

23 ク リ ー 牡3鹿 56 吉田 隼人サン 安達 昭夫 日高 滝本 健二 482－ 21：13．41� 10．3�
612 メイショウヤシャ 牡3栗 56 岩田 康誠松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：14．25 1．5�
713 ク レ イ ヴ 牡3黒鹿56 国分 恭介水上 行雄氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 41：14．3� 62．5�
816 ショウナンタイガ 牡3鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 6．0�
611 テイエムフガエゾ 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 438＋ 41：14．51� 8．9�
714 ウ フ フ 牡3栗 56 和田 竜二内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤沢牧場 490－ 2 〃 クビ 40．6	
59 ニホンピロファルコ 牡3栗 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 482＋ 41：14．6� 46．3

47 シンボリサージュ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 442＋ 21：14．81 96．3�
12 スズカビステー 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 456－ 2 〃 ハナ 14．3�
36 ブルベアヴェルデ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真 ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B468＋12 〃 クビ 77．7�
11 メイショウカイカ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 416＋ 41：14．9� 211．6�
48 キンショーボヌール 牡3栗 56 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：15．0クビ 78．9�
24 オプタートゥム 牝3青鹿54 川須 栄彦田上 雅春氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 422＋101：15．42� 172．4�
815 グッドカグラ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 402＋ 41：17．4大差 120．0�
（15頭）

510 レルシュタープ 牡3黒鹿56 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，897，500円 複勝： 94，807，900円 枠連： 13，533，900円
馬連： 55，536，600円 馬単： 35，448，900円 ワイド： 44，708，700円
3連複： 80，920，400円 3連単： 119，722，700円 計： 474，576，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 300円 � 170円 � 110円 枠 連（2－3） 4，630円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 14，530円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 510円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 32，610円

票 数

単勝票数 計 298975 的中 � 12074（6番人気）
複勝票数 計 948079 的中 � 21594（6番人気）� 52154（2番人気）� 693940（1番人気）
枠連票数 計 135339 的中 （2－3） 2263（11番人気）
馬連票数 計 555366 的中 �� 6790（16番人気）
馬単票数 計 354489 的中 �� 1829（33番人気）
ワイド票数 計 447087 的中 �� 7878（14番人気）�� 21444（5番人気）�� 58639（1番人気）
3連複票数 計 809204 的中 ��� 27421（7番人気）
3連単票数 計1197227 的中 ��� 2661（96番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―36．1―48．2―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノコルソ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2018．12．15 阪神11着

2016．3．18生 牡3鹿 母 ブランジェリーナ 母母 スティンガー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 レルシュタープ号は，疾病〔左前踏創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドカグラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月12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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ランバート号
（非抽選馬） 3頭 シャクラ号・ジャコエマリックン号・モズソノママ号

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

815 メイショウヨソユキ 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 434－ 41：55．6 170．0�

48 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 506± 0 〃 アタマ 9．6�
816 シャイニーロック 牡3鹿 56

54 △富田 暁小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 500－ 6 〃 クビ 3．1�

24 フェブタイズ 牡3鹿 56 �島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 490－ 61：55．7� 16．2�
36 スマートフルーレ 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 508± 01：55．8� 4．3�
612 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56 池添 謙一森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 456＋ 41：56．11� 183．1�
23 サンレイファイト 牡3栗 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 460＋ 6 〃 ハナ 4．0	
59 マイネルロッシュ 牡3栗 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 456＋201：56．31� 38．6�
35 マンノグランプリ 牡3鹿 56 藤岡 佑介萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 514＋121：56．61� 5．1�
713 コパノケネディー 牡3青鹿56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 532＋301：59．0大差 35．5
11 ウォーターファラオ 牡3鹿 56 秋山真一郎山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 436－ 21：59．21� 114．1�
714 ヘ レ ナ 牝3黒鹿54 国分 恭介
ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 22：00．68 120．9�
510 ブルベアブルーノ 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也 
ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 530－ 42：01．34 486．9�
611 ラブミーチャーム 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 服部 牧場 476＋ 22：04．2大差 223．9�
47 テイエムハイウェイ 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 ハシモトフアーム 500＋ 4 （競走中止） 183．4�

（15頭）
12 エ ナ キ ョ ウ 牡3黒鹿56 福永 祐一宮原 廣伸氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，599，600円 複勝： 47，362，400円 枠連： 17，149，300円
馬連： 65，370，200円 馬単： 30，295，300円 ワイド： 46，949，000円
3連複： 92，294，900円 3連単： 116，125，400円 計： 449，146，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，000円 複 勝 � 2，360円 � 230円 � 150円 枠 連（4－8） 1，420円

馬 連 �� 69，110円 馬 単 �� 132，870円

ワ イ ド �� 11，580円 �� 5，800円 �� 580円

3 連 複 ��� 56，640円 3 連 単 ��� 817，380円

票 数

単勝票数 計 335996 的中 � 1581（11番人気）
複勝票数 計 473624 的中 � 3579（11番人気）� 53027（5番人気）� 110221（1番人気）
枠連票数 計 171493 的中 （4－8） 9342（6番人気）
馬連票数 計 653702 的中 �� 733（59番人気）
馬単票数 計 302953 的中 �� 171（113番人気）
ワイド票数 計 469490 的中 �� 996（54番人気）�� 2003（32番人気）�� 22713（8番人気）
3連複票数 計 922949 的中 ��� 1222（87番人気）
3連単票数 計1161254 的中 ��� 103（784番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．7―50．9―1：04．2―1：17．2―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨソユキ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2018．12．28 阪神8着

2016．5．20生 牝3黒鹿 母 ライラックノカオリ 母母 アイテイスター 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 エナキョウ号は，疾病〔右前腕部挫創〕のため出走取消。
〔競走中止〕 テイエムハイウェイ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 シャイニーロック号の騎手富田暁は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアブルーノ号・ラブミーチャーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年2月12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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コラルブラッシュ号・ヒルノベルゲン号
（非抽選馬） 1頭 マサハヤブリュッヘ号

01028 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：21．7
1：20．3

重
不良

35 � ララクリュサオル 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 米 Ranjan
Racing Inc. 506 ―1：25．1 2．2�

（法942）

23 � トライレグナム 牡3栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米

Taylor Bros Prop.LLC, Pollock
Farms, Patrick Payne & Bay-
sore Stables LLC

494 ―1：27．2大差 4．1�
48 ヘニーストライカー 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�ターフ・スポート寺島 良 浦河 中島牧場 504 ―1：27．94 11．8�
510 グローバルステップ 牡3青鹿56 松若 風馬吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 480 ―1：28．11� 16．4�
47 ザプラウドワンズ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 516 ―1：28．73	 129．6	
24 トミケンプロズバ 牡3栗 56 国分 恭介冨樫 賢二氏 森田 直行 新ひだか 大滝 康晴 468 ― 〃 クビ 78．6

11 ソルジャーバローズ 牡3鹿 56 吉田 隼人猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 464 ―1：29．12	 57．8�
36 メイショウワキザシ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 近藤牧場 476 ― 〃 アタマ 13．5�
611 ヴィクトワールメイ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 斉藤スタッド 442 ―1：29．2クビ 6．7
12 ピエナガウディ 牡3黒鹿56 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社

ケイズ 456 ―1：29．83	 40．3�
713 ハートスナッチャー 牡3栗 56 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528 ― 〃 アタマ 15．9�
612 ジ ュ ン ダ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ゴールドレーシング 森 秀行 日高 豊郷牧場 476 ―1：29．9	 35．1�
714 マッシヴレジェンド 牡3栗 56

54 △森 裕太朗小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476 ―1：30．0	 146．9�
816 ヨドノグローリ 牡3栗 56 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 470 ―1：30．53 78．7�
59 トモノモアナ 牝3鹿 54 田中 健共田 義夫氏 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 450 ― 〃 クビ 87．0�
815 セイウンカイドウ 牡3青鹿 56

53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 506 ―1：32．5大差 161．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，522，700円 複勝： 38，862，700円 枠連： 15，482，800円
馬連： 53，601，300円 馬単： 28，036，800円 ワイド： 38，553，000円
3連複： 71，886，800円 3連単： 91，842，100円 計： 372，788，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（2－3） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 230円 �� 580円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 345227 的中 � 124465（1番人気）
複勝票数 計 388627 的中 � 103549（1番人気）� 73085（2番人気）� 32096（4番人気）
枠連票数 計 154828 的中 （2－3） 30005（1番人気）
馬連票数 計 536013 的中 �� 84958（1番人気）
馬単票数 計 280368 的中 �� 30075（1番人気）
ワイド票数 計 385530 的中 �� 50336（1番人気）�� 15717（5番人気）�� 12341（9番人気）
3連複票数 計 718868 的中 ��� 35753（2番人気）
3連単票数 計 918421 的中 ��� 13409（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．9―48．5―1：00．9―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．6
3 5（6，10）3，8（1，13）14（4，2，16）－（7，9，11）－12－15 4 5－（3，6）10－8－1（13，11）14（4，2）（7，9，16）－12－15

勝馬の
紹 介

�ララクリュサオル �
�
父 Speightstown �

�
母父 War Front 初出走

2016．2．17生 牡3鹿 母 Lindy 母母 Dattts Lady Di 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ヴィクトワールメイ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨドノグローリ号・トモノモアナ号・セイウンカイドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年2月12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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アルデンテ号・オーブラン号・コーリンミルキー号・サトノジャスミン号・ディーズファンシー号・

ディープカミーノ号・ピエナモネ号・フューチャーベース号・ブルベアビアンコ号・メイショウガッツ号・
メイショウモルサ号・ロンリイマンサパタ号



01029 1月12日 曇 良 （31京都1）第3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

714 アンクルテイオウ 牡3鹿 56 四位 洋文塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 480± 01：50．4 2．0�
612 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 530－ 2 〃 ハナ 22．2�
24 イノセントミューズ 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480－ 41：50．61� 5．9�
36 ダノンレグナム 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 500＋ 41：50．81 15．2�
59 カイザーミノル 牡3鹿 56 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：50．9� 38．6	
815 マジストラル 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：51．11� 10．0

713 アナザーラブソング 牡3栗 56 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 468± 0 〃 クビ 15．2�
48 ウインアライバル 牡3栗 56

55 ☆荻野 極�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 41：51．2� 23．1�
11 コンボルブルス 牡3黒鹿56 武 豊村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 426－ 6 〃 クビ 8．0
611 ミスビートリックス 牝3青鹿54 松山 弘平 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 アタマ 77．3�
47 ア ル セ ー ヌ 牡3青鹿56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 戸川牧場 450＋101：51．41� 20．1�
510 キャリーオン 牡3鹿 56 岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 8 〃 アタマ 262．8�
816 キタサンハイドン 牡3黒鹿56 和田 竜二�大野商事 清水 久詞 千歳 社台ファーム 512－ 41：51．5� 98．0�
35 タイセイミストラル 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 成奉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 506－ 41：51．6クビ 52．9�
12 イグナイトセプター 牡3青鹿56 高倉 稜野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 418＋ 2 〃 クビ 180．1�
23 タイヨウトチキュウ 牡3青鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 480－ 41：52．23� 29．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，569，500円 複勝： 60，544，200円 枠連： 20，442，900円
馬連： 73，846，900円 馬単： 32，922，700円 ワイド： 58，701，900円
3連複： 105，469，100円 3連単： 117，536，100円 計： 508，033，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 400円 � 180円 枠 連（6－7） 1，490円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 720円 �� 340円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 計 385695 的中 � 147286（1番人気）
複勝票数 計 605442 的中 � 198750（1番人気）� 25320（8番人気）� 76822（2番人気）
枠連票数 計 204429 的中 （6－7） 10588（7番人気）
馬連票数 計 738469 的中 �� 29395（7番人気）
馬単票数 計 329227 的中 �� 9586（9番人気）
ワイド票数 計 587019 的中 �� 20278（7番人気）�� 48648（1番人気）�� 6054（27番人気）
3連複票数 計1054691 的中 ��� 14479（18番人気）
3連単票数 計1175361 的中 ��� 3697（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―12．3―13．4―13．0―12．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．4―47．7―1：01．1―1：14．1―1：26．9―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．3
3 8，3，9（4，13，11）（2，10，15，14）12（5，6）（1，16）7 4 8（3，9）（4，13，11）14（2，10）（15，12）（5，1，6）（16，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンクルテイオウ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．10．8 京都6着

2016．2．23生 牡3鹿 母 シュペトレーゼ 母母 シ ョ ア ー 4戦1勝 賞金 9，000，000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。
（非抽選馬） 2頭 グランヴィクトリア号・グレイトアプローズ号

01030 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時00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

47 ハクサンペリー 牡4鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 494－ 22：01．8 3．4�
11 アールスター 牡4鹿 56 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 518＋ 82：02．01� 4．2�
714 イ ベ リ ア 牡4黒鹿56 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504＋ 42：02．31� 2．5�
48 グーテンターク 牡4鹿 56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－ 42：02．4クビ 5．0�
24 ク ー ド ロ ア 牝4鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B438± 02：02．82� 168．7�
35 ブリーズスズカ 牡6青鹿 57

56 ☆加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 476－ 22：02．9クビ 322．3�

59 エクスパートラン 牡4青鹿56 小崎 綾也	キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 462＋ 42：03．0� 119．7

36 キングサムソン 牡7鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 490＋10 〃 クビ 39．2�
815 ガッツィーソート 牡4栗 56 松山 弘平小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 506－ 22：03．1� 31．8�
816 クリノカポネ 	4鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 2 〃 ハナ 55．3
713 ハギノセゾン 牝8青鹿 55

53 △富田 暁安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 498＋ 22：03．2クビ 326．2�
12 ミトノクイーン 牝4黒鹿 54

53 ☆義 英真ロイヤルパーク 田所 秀孝 新ひだか タガミファーム B480＋10 〃 クビ 65．7�
612
 ウインプルミエ 牝5鹿 55

54 ☆荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B452± 02：03．41� 156．3�
23 メイショウバルコラ 牡4鹿 56

55 ☆川又 賢治松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 524＋102：03．5� 66．0�
510 ビップベリンダ 牝4黒鹿54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 498－ 82：03．82 396．8�
611 アースシンフォニー 	7鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 486＋ 62：03．9クビ 182．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，202，200円 複勝： 62，329，500円 枠連： 21，469，900円
馬連： 81，405，000円 馬単： 41，969，500円 ワイド： 57，965，700円
3連複： 119，399，700円 3連単： 169，859，800円 計： 598，601，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連（1－4） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 280円 �� 230円 �� 250円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，900円

票 数

単勝票数 計 442022 的中 � 103242（2番人気）
複勝票数 計 623295 的中 � 109176（2番人気）� 90913（3番人気）� 227336（1番人気）
枠連票数 計 214699 的中 （1－4） 35557（2番人気）
馬連票数 計 814050 的中 �� 122119（1番人気）
馬単票数 計 419695 的中 �� 31436（2番人気）
ワイド票数 計 579657 的中 �� 51071（4番人気）�� 65435（2番人気）�� 60054（3番人気）
3連複票数 計1193997 的中 ��� 166667（1番人気）
3連単票数 計1698598 的中 ��� 42463（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．8―30．8―44．5―58．1―1：11．6―1：24．7―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．1
1
3
・（7，14）（1，12，5）10（8，15）（4，13）6，3，2，9（16，11）
7（14，5）（1，12，10）（8，15，6）13（4，3）（9，11）（2，16）

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

勝馬の
紹 介

ハクサンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．3．31 阪神6着

2015．4．8生 牡4鹿 母 サウンドウェーブ 母母 ペンタルビー 8戦2勝 賞金 20，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メンターモード号
（非抽選馬） 4頭 ウインネプチューン号・ウォーターミリオン号・ウォーターロレンス号・キタサンヴィクター号



01031 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：20．3

重
不良

11 タガノアニード 牝5黒鹿 55
52 ▲西村 淳也八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B484＋181：25．0 16．7�
35 チ カ リ ー タ 牝6芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 5．2�
12 シティーポップ 牝4鹿 54 北村 友一山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 438－ 81：25．1� 9．1�
611 ナイトスプライト 牝4栗 54 松山 弘平 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 472＋ 61：25．41� 16．2�
23 � ラブリースパイス 牝5栗 55 岩田 康誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 438－ 21：25．5� 3．6	
48 エレスチャル 牝4鹿 54

53 ☆荻野 極ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 452＋ 41：25．81� 25．4


816 ファステンバーグ 牝4青鹿54 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 448＋ 6 〃 アタマ 18．6�
36 � ワンダースニュマン 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 504＋121：25．9� 68．5�
24 ノーブルアース 牝4黒鹿54 池添 謙一吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 476＋ 61：26．0� 18．4
815 ミスティック 牝4黒鹿54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 464－ 41：26．21	 6．7�
47 フィアマロッサ 牝5栗 55

53 △富田 暁 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 520－121：26．41	 129．1�
510� ナンゴクユメネット 牝4栗 54 高倉 稜渡 義光氏 田所 秀孝 新冠 村上牧場 442－281：26．93 119．2�
714� リ ー ズ ン 牝4鹿 54 藤岡 康太林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：27．32� 15．3�
59 ラ ノ カ ウ 牝4栗 54

53 ☆川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 430－ 41：27．4� 22．0�
713 アルマアノン 牝4青鹿54 松若 風馬コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 464＋121：27．5� 78．9�
612� プルマブランカ 牝5芦 55 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 494＋111：31．3大差 9．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，152，300円 複勝： 64，586，300円 枠連： 24，517，400円
馬連： 91，599，400円 馬単： 36，503，200円 ワイド： 70，527，100円
3連複： 140，967，900円 3連単： 145，390，400円 計： 615，244，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 440円 � 190円 � 370円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 2，890円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 14，130円 3 連 単 ��� 96，880円

票 数

単勝票数 計 411523 的中 � 19661（8番人気）
複勝票数 計 645863 的中 � 33415（8番人気）� 109875（2番人気）� 42256（4番人気）
枠連票数 計 245174 的中 （1－3） 11968（7番人気）
馬連票数 計 915994 的中 �� 17212（19番人気）
馬単票数 計 365032 的中 �� 2968（40番人気）
ワイド票数 計 705271 的中 �� 15146（11番人気）�� 6115（41番人気）�� 17829（4番人気）
3連複票数 計1409679 的中 ��� 7478（46番人気）
3連単票数 計1453904 的中 ��� 1088（356番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―12．3―12．6―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．9―59．5―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノアニード �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．1．7 中山7着

2014．5．8生 牝5黒鹿 母 タガノガンチーニ 母母 ビワパシフィカス 20戦3勝 賞金 35，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プルマブランカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月12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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エテルニテ号・エナジーピエトラ号・ダンツクレイオー号・ミザイ号・ラドルクス号・リリーメーカー号・

レッドリボン号

01032 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （芝・右・外）

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
2：10．0
2：09．9

良
良

816 プラチナアッシュ �4黒鹿56 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 482± 02：15．8 75．3�
611 コマノジャスパ 牡4黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 440－ 22：16．01� 7．5�
12 タイセイトレイル 牡4黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：16．42� 5．5�
11 � ピンクスパイダー 牡5鹿 57 小牧 太廣松 金次氏 服部 利之 日高 北田 剛 450＋10 〃 クビ 205．4�
714 ピッツィカート �6鹿 57 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 488＋142：16．5	 7．5�
713 トウカイエクレール 牡6鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482＋ 42：16．6クビ 17．6	
815 マ ナ ロ ー ラ 牝5黒鹿55 藤岡 康太前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 0 〃 クビ 5．2

510 リシュブール 牡4鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋142：16．81� 3．8�
36 マサハヤニース 牡4鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488＋142：17．01� 17．2�
47 サクセステーラー 牡4黒鹿56 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 462＋ 22：17．1クビ 12．5
24 スズカワークシップ 牡4鹿 56

53 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 470＋ 6 〃 アタマ 69．7�
59 � ミスズメサイア 牝7鹿 55

52 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 456＋ 62：17．31� 55．7�
23 ダノンオブザイヤー 牡5青鹿 57

56 ☆荻野 極�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 510＋ 62：17．4	 88．6�
612 イペルラーニオ 牡4鹿 56

55 ☆川又 賢治 �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 B478± 02：17．5� 42．7�
48 ターフェルムジーク 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 432＋12 〃 ハナ 14．6�
35 アルマトップエンド 牡4栗 56 岩田 康誠コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 482－ 82：18．24 102．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，621，200円 複勝： 54，161，400円 枠連： 20，212，600円
馬連： 84，251，100円 馬単： 33，095，500円 ワイド： 56，403，400円
3連複： 117，226，400円 3連単： 125，960，200円 計： 526，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，530円 複 勝 � 1，760円 � 260円 � 190円 枠 連（6－8） 1，770円

馬 連 �� 28，200円 馬 単 �� 72，790円

ワ イ ド �� 8，150円 �� 7，180円 �� 840円

3 連 複 ��� 63，110円 3 連 単 ��� 567，210円

票 数

単勝票数 計 356212 的中 � 3782（13番人気）
複勝票数 計 541614 的中 � 6186（13番人気）� 56543（4番人気）� 88781（1番人気）
枠連票数 計 202126 的中 （6－8） 8821（10番人気）
馬連票数 計 842511 的中 �� 2315（62番人気）
馬単票数 計 330955 的中 �� 341（139番人気）
ワイド票数 計 564034 的中 �� 1733（67番人気）�� 1970（64番人気）�� 18223（8番人気）
3連複票数 計1172264 的中 ��� 1393（165番人気）
3連単票数 計1259602 的中 ��� 161（1199番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．7―13．1―12．6―12．6―12．3―12．3―12．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―36．0―49．1―1：01．7―1：14．3―1：26．6―1：38．9―1：50．9―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．9
1
3
16－13，14－3，10（2，7，11）（6，8）（1，15，12）9，4，5
16＝13－14－10（3，11）（2，7，6，8）（1，15，12）（9，5）4

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

勝馬の
紹 介

プラチナアッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．5．20 新潟3着

2015．2．14生 �4黒鹿 母 ダ ノ ニ ー 母母 リズミカルシチー 7戦2勝 賞金 13，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



01033 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 賞
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

22 エメラルファイト 牡3芦 56 藤岡 康太高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 448± 01：35．4 4．4�
23 マイネルウィルトス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �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 468＋ 6 〃 クビ 4．3�
58 ミッキースピリット 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 アタマ 9．6�
712 セグレドスペリオル 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 492＋301：35．61� 39．2�
611� タニノミッション 牝3鹿 54 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 480－ 4 〃 アタマ 2．4�
59 アーデントリー 牡3鹿 56 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 448± 01：35．81 95．2	
46 エルモンストロ 牡3鹿 56 福永 祐一�KTレーシング 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 474＋ 61：36．01� 12．6

35 クオンタムシフト 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 140．7�
814 グッドレイズ 牡3栗 56 川又 賢治杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 480＋ 4 〃 クビ 34．9
11 ウルクラフト 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410＋ 21：36．1	 21．7�
47 ダノンシティ 牡3鹿 56 武 豊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 6 〃 ハナ 20．2�
34 キュールエミヤビ 牝3鹿 54 藤岡 佑介岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 456－ 61：36．63 76．4�
713 フ ァ タ リ テ 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 444＋ 61：36．8
 62．4�
610 ナムラオッケー 牝3鹿 54 浜中 俊奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 420－ 41：38．18 173．1�
815 オーシャンスケイプ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 414± 01：39．05 197．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，153，700円 複勝： 80，793，800円 枠連： 33，725，100円
馬連： 136，906，600円 馬単： 56，716，700円 ワイド： 83，243，900円
3連複： 182，697，000円 3連単： 234，804，700円 計： 880，041，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 140円 � 250円 枠 連（2－2） 810円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 320円 �� 710円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 711537 的中 � 126809（3番人気）
複勝票数 計 807938 的中 � 134133（3番人気）� 168143（2番人気）� 67093（4番人気）
枠連票数 計 337251 的中 （2－2） 32068（3番人気）
馬連票数 計1369066 的中 �� 124021（3番人気）
馬単票数 計 567167 的中 �� 25781（3番人気）
ワイド票数 計 832439 的中 �� 73964（1番人気）�� 28182（7番人気）�� 33775（5番人気）
3連複票数 計1826970 的中 ��� 63786（3番人気）
3連単票数 計2348047 的中 ��� 17645（14番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．5―12．2―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―47．4―59．6―1：11．5―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 ・（8，10）11（1，6，12，15）（2，9）（7，14）3，4（5，13） 4 ・（8，10，11）（1，6，12）（2，9，15）（7，14）3，4（5，13）

勝馬の
紹 介

エメラルファイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．23 東京1着

2016．4．9生 牡3芦 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 5戦2勝 賞金 26，082，000円
※タニノミッション号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01034 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第10競走 ��1，800�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

11 シャンティローザ 牝5青鹿55 北村 友一ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋161：48．0 11．5�
68 レオコックブルー 牝4黒鹿54 川須 栄彦親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 2 〃 クビ 47．3�
33 アンネリース 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：48．31� 13．3�
22 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋14 〃 ハナ 2．0�
56 レッドランディーニ 牝4青 54 武 豊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454－ 21：48．51 6．0	
710 アーデルワイゼ 牝4青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454± 01：48．71� 5．3

44 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 54 和田 竜二石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：48．8� 12．4�
711 トウカイシェーン 牝6栗 55 太宰 啓介内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 472＋ 21：48．9クビ 234．7�
812 エッジースタイル 牝6栗 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470－10 〃 クビ 10．0
45 スパイクナード 牝5黒鹿55 岩田 康誠前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 21：49．53� 66．5�
813 サヤカチャン 牝4鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 460＋12 〃 クビ 38．7�
69 ウインミレーユ 牝6黒鹿55 池添 謙一�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 61：49．6クビ 113．2�
57 メイショウナゴミ 牝7青鹿55 古川 吉洋松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 466＋12 〃 アタマ 219．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，499，700円 複勝： 77，414，300円 枠連： 25，614，800円
馬連： 140，347，900円 馬単： 56，624，700円 ワイド： 80，288，000円
3連複： 179，291，200円 3連単： 251，251，800円 計： 872，332，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 330円 � 920円 � 360円 枠 連（1－6） 13，490円

馬 連 �� 21，480円 馬 単 �� 38，080円

ワ イ ド �� 6，170円 �� 1，890円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 57，310円 3 連 単 ��� 405，690円

票 数

単勝票数 計 614997 的中 � 42571（5番人気）
複勝票数 計 774143 的中 � 65281（4番人気）� 19863（9番人気）� 59880（7番人気）
枠連票数 計 256148 的中 （1－6） 1471（29番人気）
馬連票数 計1403479 的中 �� 5062（40番人気）
馬単票数 計 566247 的中 �� 1115（70番人気）
ワイド票数 計 802880 的中 �� 3322（47番人気）�� 11152（22番人気）�� 4244（38番人気）
3連複票数 計1792912 的中 ��� 2346（106番人気）
3連単票数 計2512518 的中 ��� 449（639番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．0―48．0―1：00．2―1：12．2―1：23．7―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンティローザ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．10．8 東京4着

2014．3．26生 牝5青鹿 母 エポカローザ 母母 Marlene Kelly 17戦4勝 賞金 51，181，000円



01035 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第11競走 ��
��1，400�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時45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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

11 イシュトヴァーン 牡4鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 506－ 41：23．8 2．2�
22 レ イ ダ ー 牡5鹿 57 岩田 康誠石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B528± 0 〃 クビ 7．5�
57 ク ラ イ シ ス 牡6鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋101：24．01	 43．2�
33 メイショウコゴミ 牝4鹿 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 450＋101：24．1	 7．3�
813 サ ヴ ィ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 01：24．2	 3．0�
45 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 福永 祐一一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：24．51
 18．4	
711 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 508－ 4 〃 アタマ 13．5

56 マイネルエスパス 牡7青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 534＋ 81：24．6
 253．8�
69 ペイシャルアス 牝4栗 54 川又 賢治北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 494＋ 4 〃 アタマ 270．9
710 アシャカダイキ 牝5鹿 55 荻野 極吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 486－ 41：24．7クビ 104．4�
68 セ ネ ッ テ ィ 牡6鹿 57 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 502＋ 81：25．01
 55．1�
812 ケ イ マ 牡6鹿 57 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B496＋101：25．1クビ 53．2�
44 ニホンピロヘーゼル 牝6鹿 55 北村 友一小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 508± 01：26．69 111．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 101，577，500円 複勝： 117，642，800円 枠連： 52，062，100円
馬連： 288，241，800円 馬単： 119，621，900円 ワイド： 143，147，500円
3連複： 392，901，200円 3連単： 637，139，300円 計： 1，852，334，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 210円 � 560円 枠 連（1－2） 850円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，580円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 19，900円

票 数

単勝票数 計1015775 的中 � 357141（1番人気）
複勝票数 計1176428 的中 � 315481（1番人気）� 133936（4番人気）� 38154（7番人気）
枠連票数 計 520621 的中 （1－2） 46962（2番人気）
馬連票数 計2882418 的中 �� 264280（2番人気）
馬単票数 計1196219 的中 �� 71957（3番人気）
ワイド票数 計1431475 的中 �� 103982（2番人気）�� 22156（16番人気）�� 12807（23番人気）
3連複票数 計3929012 的中 ��� 36872（21番人気）
3連単票数 計6371393 的中 ��� 23204（62番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．1―11．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．0―58．8―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イシュトヴァーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．12．17 阪神5着

2015．2．12生 牡4鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 9戦4勝 賞金 59，207，000円
※アシャカダイキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01036 1月12日 曇 良 （31京都1）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

813 クライムメジャー 牡5栗 57 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 540＋ 41：35．1 6．4�
710 サウンドキアラ 牝4鹿 54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 460＋201：35．2	 6．0�
812 ステイオンザトップ 牡5栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：35．51
 2．9�
57 オールザゴー 牡5鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494± 01：35．6
 7．2�

56 メモリーコロネット 牝4黒鹿54 岩田 康誠�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 442＋ 4 〃 クビ 15．5	
68 ヴ ァ イ ザ ー 牡4黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 456－ 41：36．02	 30．6

44 エルビッシュ 牝6黒鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋10 〃 クビ 9．1�
69 ムーンチャイム 牝4栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－101：36．31
 27．3�
45 � オリエンタルポリス 牡6芦 57 小牧 太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 498＋ 41：36．51	 287．8
711� ミトノグラス 牡6鹿 57 藤岡 佑介ロイヤルパーク 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 500＋ 61：36．6	 98．7�
33 エイシンデジタル 牡4栗 56 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 518＋ 81：36．81	 27．1�
11 � ラホーヤノキセキ 牡5青鹿57 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504－ 41：38．8大差 6．3�
22 � カフジオリオン 牡7鹿 57

56 ☆加藤 祥太加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 502－ 21：39．33 249．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 86，434，100円 複勝： 99，274，800円 枠連： 43，119，900円
馬連： 181，555，400円 馬単： 69，346，400円 ワイド： 114，422，000円
3連複： 243，314，200円 3連単： 323，295，000円 計： 1，160，761，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 200円 � 140円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 640円 �� 450円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 11，960円

票 数

単勝票数 計 864341 的中 � 107026（4番人気）
複勝票数 計 992748 的中 � 114758（3番人気）� 113014（4番人気）� 222053（1番人気）
枠連票数 計 431199 的中 （7－8） 61017（1番人気）
馬連票数 計1815554 的中 �� 87700（5番人気）
馬単票数 計 693464 的中 �� 15896（11番人気）
ワイド票数 計1144220 的中 �� 43546（6番人気）�� 66303（3番人気）�� 78261（1番人気）
3連複票数 計2433142 的中 ��� 100187（1番人気）
3連単票数 計3232950 的中 ��� 19591（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―11．7―12．4―12．0―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．8―47．5―59．9―1：11．9―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クライムメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．24 中京1着

2014．3．31生 牡5栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 18戦4勝 賞金 85，698，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジオリオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月12日まで平地競

走に出走できない。



（31京都1）第3日 1月12日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

195，570，000円
2，590，000円
18，240，000円
1，330，000円
21，580，000円
70，564，750円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
608，698，300円
921，945，800円
301，606，200円
1，306，829，900円
575，893，000円
840，430，700円
1，811，287，500円
2，457，841，200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 8，824，532，600円

総入場人員 13，632名 （有料入場人員 13，013名）
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