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01073 1月19日 晴 良 （2京都1） 第7日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

55 ラブスピール 牝3鹿 54 幸 英明増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 428± 01：55．7 16．8�
22 ペルルドール 牝3栗 54 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 474＋ 21：55．91� 3．6�
77 ドリームハット 牝3黒鹿54 国分 恭介小島 將之氏 安達 昭夫 日高 鹿戸 美明 442＋ 21：56．64 62．5�
66 ナムラキティー 牝3栗 54 川島 信二奈村 睦弘氏 荒川 義之 新ひだか 八田ファーム 454－ 61：56．91� 6．2�
88 ア ナ ハ 牝3栗 54

52 △岩田 望来安原 浩司氏 牧田 和弥 日高 坂東ファーム 400－ 61：57．53� 101．5�
33 ダイシンギワ 牝3鹿 54 小牧 太大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 460－ 81：57．92� 55．6�
44 テイストオブハニー 牝3鹿 54 川田 将雅	フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 530－ 81：58．11� 1．4

89 サワーソップ 牝3栗 54 岩崎 翼�三嶋牧場 高柳 大輔 日高 白井牧場 424－ 61：59．27 210．5�
11 シ ョ ウ ア ン 牝3栗 54 竹之下智昭泉 一郎氏 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 502－ 21：59．41� 95．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，373，800円 複勝： 72，225，900円 枠連： 6，767，400円
馬連： 37，266，300円 馬単： 34，414，800円 ワイド： 30，094，600円
3連複： 58，549，200円 3連単： 158，086，900円 計： 429，778，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 550円 � 240円 � 2，430円 枠 連（2－5） 1，960円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，910円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 11，440円 3 連 単 ��� 93，560円

票 数

単勝票数 計 323738 的中 � 15338（4番人気）
複勝票数 計 722259 的中 � 33292（4番人気）� 92745（2番人気）� 6677（7番人気）
枠連票数 計 67674 的中 （2－5） 2665（5番人気）
馬連票数 計 372663 的中 �� 16890（5番人気）
馬単票数 計 344148 的中 �� 4840（15番人気）
ワイド票数 計 300946 的中 �� 15830（5番人気）�� 2534（19番人気）�� 4232（13番人気）
3連複票数 計 585492 的中 ��� 3838（23番人気）
3連単票数 計1580869 的中 ��� 1225（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．9―51．0―1：04．0―1：16．9―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブスピール �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2019．11．24 京都11着

2017．5．1生 牝3鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 5戦1勝 賞金 5，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 サワーソップ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

01074 1月19日 晴 良 （2京都1） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

44 ワールドウインズ �3鹿 56 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 466－ 41：55．0 2．4�
45 ロワシャンパーニュ 牡3青鹿56 藤井勘一郎大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 426－ 41：56．17 12．4�
68 サルサデスティニー 牡3栗 56

54 △岩田 望来菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 432－ 41：56．2� 29．6�
11 キズナハイトーン �3黒鹿56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 464－ 81：56．52 26．1�
33 ナムラカミカゼ 牡3鹿 56 福永 祐一奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 468＋ 41：56．6クビ 3．5�
56 スワーヴシールズ 牡3鹿 56 四位 洋文�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 494＋ 21：56．7� 5．1	
812 ザ フ ー ン 牡3鹿 56 S．フォーリー 
社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 4 〃 ハナ 9．2�
（愛）

711 ウォーターモースト 牡3鹿 56 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 444－ 61：57．33� 31．8�
22 デルマラピス 牡3芦 56 太宰 啓介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 516－ 61：57．4� 153．6
69 プ ロ ス ペ ロ 牡3栗 56 幸 英明村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 472± 0 〃 クビ 20．0�
813 ワンダージェラート 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 能行氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 454－ 21：57．5クビ 344．8�
710 クリノビックスター 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 460－ 41：57．6� 98．0�
57 ミツルプレジデント 牡3栗 56 国分 恭介守内ひろ子氏 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 534± 0 （競走中止） 108．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，468，500円 複勝： 32，269，600円 枠連： 9，054，600円
馬連： 45，736，300円 馬単： 23，226，200円 ワイド： 35，826，200円
3連複： 68，396，400円 3連単： 86，988，500円 計： 327，966，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 170円 � 240円 � 790円 枠 連（4－4） 1，530円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，410円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 36，030円

票 数

単勝票数 計 264685 的中 � 85658（1番人気）
複勝票数 計 322696 的中 � 63454（2番人気）� 35012（5番人気）� 8030（9番人気）
枠連票数 計 90546 的中 （4－4） 4580（7番人気）
馬連票数 計 457363 的中 �� 22126（7番人気）
馬単票数 計 232262 的中 �� 8108（8番人気）
ワイド票数 計 358262 的中 �� 15630（7番人気）�� 6428（16番人気）�� 3094（28番人気）
3連複票数 計 683964 的中 ��� 4092（40番人気）
3連単票数 計 869885 的中 ��� 1750（119番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．8―13．2―13．4―13．0―12．6―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―38．1―51．3―1：04．7―1：17．7―1：30．3―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドウインズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．9 京都2着

2017．3．10生 �3鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ミツルプレジデント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 ミツルプレジデント号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月19日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 京都競馬 第７日



01075 1月19日 晴 良 （2京都1） 第7日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

11 ドンマニフィコ 牡3芦 56 藤岡 康太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 434－ 41：26．0 4．7�
56 アメージングラン 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 486± 01：26．31� 13．1�
33 アールグロウ 牡3鹿 56 S．フォーリー 前原 敏行氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 502－ 6 〃 アタマ 21．9�

（愛）

68 ツインシップ 牡3芦 56 武 豊合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 440－ 4 〃 クビ 7．3�

813 ワンダーコンパス 牡3芦 56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 494± 01：26．51 9．4�
44 メイショウカミング 牡3青鹿 56

54 △岩田 望来松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 484－ 41：26．82 7．5�
711 シゲルモクセイ 牝3栗 54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 452＋221：27．01� 21．3	
812 スマートコマンダー 牡3青鹿56 北村 友一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 476＋ 21：27．42� 2．4

69 アイファーブルー 牡3栗 56 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 480± 0 〃 ハナ 142．0�
45 キ ワ ミ 牡3栗 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B476－ 21：27．5� 15．0�
22 ジョーアドヴァンス 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人上田けい子氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 506＋ 4 〃 クビ 304．7
710 マ イ ハ ー ト 牝3栗 54 坂井 瑠星吉田 千津氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 454－ 61：29．4大差 101．1�
57 ショウリオウ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 454－ 21：30．25 312．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，681，400円 複勝： 42，823，800円 枠連： 12，631，200円
馬連： 56，094，900円 馬単： 25，391，600円 ワイド： 43，305，000円
3連複： 79，025，600円 3連単： 95，404，900円 計： 387，358，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 340円 � 650円 枠 連（1－5） 3，640円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，060円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 18，920円 3 連 単 ��� 86，350円

票 数

単勝票数 計 326814 的中 � 54768（2番人気）
複勝票数 計 428238 的中 � 63097（2番人気）� 32020（6番人気）� 14654（9番人気）
枠連票数 計 126312 的中 （1－5） 2685（12番人気）
馬連票数 計 560949 的中 �� 13417（12番人気）
馬単票数 計 253916 的中 �� 3795（20番人気）
ワイド票数 計 433050 的中 �� 11723（11番人気）�� 5359（25番人気）�� 3600（33番人気）
3連複票数 計 790256 的中 ��� 3131（60番人気）
3連単票数 計 954049 的中 ��� 801（284番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．3―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．7―1：00．2―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドンマニフィコ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．10．6 東京7着

2017．2．26生 牡3芦 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウリオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月19日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01076 1月19日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2京都1） 第7日 第4競走 ��3，170�障害4歳以上オープン

発走11時30分 （芝・ダート）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．4良・良

44 アズマタックン 牡7青鹿62 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518＋103：36．7 13．0�
11 スワーヴポルトス 牡5鹿 60 森 一馬�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 450－ 43：36．91 7．5�
66 � ホシルミエール �7鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 484＋103：38．17 17．9�
55 タイセイアプローズ 牡8鹿 60 植野 貴也田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 502＋223：39．16 8．6�
811 ケイティクレバー 牡5鹿 60 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 472＋103：39．63 1．6�
22 � カポラヴォーロ �5栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 504＋ 63：40．34 111．1	

810 ヒロシゲセブン 牡5鹿 60 高田 潤
岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 522＋ 83：40．4	 6．6�
33 リングオブハピネス 牝7栗 58 小坂 忠士五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 83：41．25 13．4�
78 シゲルスズキ 牡7栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 528＋243：41．83
 96．7
67 スマートガルーダ 牡7鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 510＋123：43．39 118．5�
79 ホウオウカーニバル 牡5鹿 60 草野 太郎小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 63：47．4大差 50．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，788，600円 複勝： 29，070，000円 枠連： 10，980，700円
馬連： 40，097，600円 馬単： 22，233，200円 ワイド： 30，375，800円
3連複： 66，816，100円 3連単： 99，459，700円 計： 323，821，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 320円 � 270円 � 390円 枠 連（1－4） 3，780円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 8，980円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，420円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 11，010円 3 連 単 ��� 77，780円

票 数

単勝票数 計 247886 的中 � 15193（5番人気）
複勝票数 計 290700 的中 � 23618（6番人気）� 30536（3番人気）� 18230（7番人気）
枠連票数 計 109807 的中 （1－4） 2249（11番人気）
馬連票数 計 400976 的中 �� 8600（14番人気）
馬単票数 計 222332 的中 �� 1856（33番人気）
ワイド票数 計 303758 的中 �� 8114（12番人気）�� 5453（21番人気）�� 5763（20番人気）
3連複票数 計 668161 的中 ��� 4550（39番人気）
3連単票数 計 994597 的中 ��� 927（241番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 54．7－3F 41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1＝6＝4，8（11，7，3）－2－5－10，9
1＝6－4－11－8，5－（7，3）2－10＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アズマタックン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．11．28 京都7着

2013．1．17生 牡7青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 障害：29戦3勝 賞金 91，186，000円
〔制裁〕 スワーヴポルトス号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



01077 1月19日 晴 良 （2京都1） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，035，000
1，035，000

円
円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

815 グレイトゲイナー 牡3青鹿56 福永 祐一田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 460－ 41：36．9 13．8�
510 オウケンブリザード 牡3青鹿56 松田 大作福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 辻 牧場 506± 01：37．0� 24．9�
11 トウケイミラ 牝3鹿 54 藤岡 康太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 430± 01：37．32 12．1�
713 ハーランズハーツ 牡3黒鹿56 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 432＋ 4 〃 同着 56．9�
612 ファンキーゴールド 牡3黒鹿56 四位 洋文増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 454＋161：37．83 18．4�
48 ハートフルオブラブ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464－ 61：37．9� 9．3�
12 インテレット 牡3栗 56

54 △岩田 望来近藤 英子氏 森田 直行 浦河 辻 牧場 412± 01：38．0� 34．3	
59 フレッシュスタート 牝3鹿 54 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 目名太山口
牧場 414＋ 41：38．31� 103．8�

35 スターズプレミア 牡3鹿 56 川田 将雅 DMMドリームクラブ
 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 464＋ 61：38．4クビ 1．5�
714 ナンヨーコウゼン 牡3青 56 藤井勘一郎中村 德也氏 庄野 靖志 浦河 丸幸小林牧場 B434＋ 2 〃 クビ 256．2
47 イ オ ウ ゼ ン 牡3黒鹿56 北村 友一諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498－ 41：38．6� 5．9�
816 ウォッチミー 牝3鹿 54 幸 英明山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 418＋ 4 〃 アタマ 103．1�
23 メイショウバンカン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 442± 01：38．7� 315．0�
24 スターオブジュート 牝3鹿 54 川島 信二�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 418－ 21：39．55 212．3�
36 サウンドポポ 牝3鹿 54 岩崎 翼増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 原 フアーム 452± 01：39．92� 324．6�
611 コスモトコシエ 牡3栗 56 S．フォーリー �ビッグレッドファーム 西園 正都 新ひだか 谷岡牧場 468－ 41：40．64 92．3�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，900，200円 複勝： 85，862，500円 枠連： 16，632，600円
馬連： 58，410，900円 馬単： 34，587，200円 ワイド： 44，732，000円
3連複： 85，791，900円 3連単： 126，183，200円 計： 484，100，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 560円 � 790円 �
�

450円
1，750円 枠 連（5－8） 9，240円

馬 連 �� 12，020円 馬 単 �� 26，380円

ワ イ ド �� 1，400円 ��
��

730円
2，930円

��
��

1，580円
4，310円

3 連 複 ���
���

16，150円
57，040円 3 連 単 ���

���
130，710円
317，590円

票 数

単勝票数 計 319002 的中 � 18471（5番人気）
複勝票数 計 858625 的中 �

�
31057
9035
（5番人気）
（9番人気）

� 21263（7番人気）� 40332（4番人気）

枠連票数 計 166326 的中 （5－8） 1394（19番人気）
馬連票数 計 584109 的中 �� 3763（26番人気）
馬単票数 計 345872 的中 �� 983（53番人気）
ワイド票数 計 447320 的中 ��

��
4957
4354
（22番人気）
（26番人気）

��
��

10055
1551
（12番人気）
（46番人気）

�� 2298（38番人気）

3連複票数 計 857919 的中 ��� 1995（74番人気）��� 563（153番人気）
3連単票数 計1261832 的中 ��� 350（453番人気） ��� 144（759番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．2―12．1―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．2―1：12．4―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトゲイナー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2019．8．11 小倉2着

2017．4．20生 牡3青鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 4戦1勝 賞金 8，400，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01078 1月19日 晴 良 （2京都1） 第7日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走12時50分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

56 アドマイヤビルゴ 牡3鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434 ―1：51．1 2．4�
811 フ ア ナ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 424 ―1：51．2� 5．5�
710 フィニステール 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 466 ―1：51．41� 3．4�
79 ヤマニンプルニエ 牝3芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 436 ―1：51．72 133．6�
22 ウィシュカムトゥル 牝3鹿 54 幸 英明 H.F Association 石橋 守 新ひだか 沖田 忠幸 478 ―1：52．02 39．5�
67 ハギノリュクス 牝3黒鹿54 池添 謙一日隈 良江氏 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444 ―1：52．2� 47．4	
11 オ ル ガ ン ザ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 
社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 526 ―1：52．3� 49．8�
55 ダーヌビウス 牝3鹿 54 北村 友一 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458 ―1：52．4クビ 10．1�
33 ワイワイキング 牡3鹿 56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 480 ―1：53．14 5．8
68 ゴチソウサン 牡3鹿 56 松田 大作中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 542 ―1：54．27 101．5�
44 コパノマルティーノ 牡3黒鹿 56

54 △岩田 望来小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 456 ―1：55．15 255．1�
812 テーオーコロンブス 牡3芦 56 国分 恭介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478 ―1：55．63 225．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，056，600円 複勝： 52，395，000円 枠連： 12，312，100円
馬連： 68，479，000円 馬単： 40，958，900円 ワイド： 47，531，300円
3連複： 91，064，100円 3連単： 150，347，400円 計： 526，144，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 270円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 630566 的中 � 209291（1番人気）
複勝票数 計 523950 的中 � 135700（1番人気）� 77409（3番人気）� 110882（2番人気）
枠連票数 計 123121 的中 （5－8） 19811（2番人気）
馬連票数 計 684790 的中 �� 69346（2番人気）
馬単票数 計 409589 的中 �� 31543（2番人気）
ワイド票数 計 475313 的中 �� 36782（4番人気）�� 52283（1番人気）�� 45502（2番人気）
3連複票数 計 910641 的中 ��� 86158（1番人気）
3連単票数 計1503474 的中 ��� 41579（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―11．9―12．7―13．2―13．1―12．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．7―49．4―1：02．6―1：15．7―1：28．0―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．4
3 9，6（2，10）7（5，11，12）（3，1）4，8 4 ・（9，6）（2，7，10）11，5（1，12）3（8，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤビルゴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive City 初出走

2017．1．27生 牡3鹿 母 イルーシヴウェーヴ 母母 Multicolour Wave 1戦1勝 賞金 6，000，000円



01079 1月19日 曇 良 （2京都1） 第7日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

89 グランセノーテ 牡7栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 540＋ 41：25．6 3．2�
77 � エスケーアタランタ 牝4黒鹿54 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 464－ 41：25．7� 26．1�
33 ア タ ミ 牡6黒鹿57 S．フォーリー 副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 494－ 21：25．8	 14．7�

（愛）

44 アシャカリアン 牡6栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 488＋121：26．11� 9．1�
78 プレイヤーズハイ 牡4黒鹿56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 446＋ 41：26．31
 4．6�
55 ミッキーマラン 牡5芦 57

55 △岩田 望来三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 490－ 2 〃 ハナ 4．5�
66 モンテルース 牝5黒鹿55 藤懸 貴志	髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 480± 01：26．4� 8．0

11 � メイショウハチク 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 B486＋141：27．25 8．5�
22 � ウイングエンペラー 牡7栗 57 小牧 太池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 B494－ 41：27．3� 129．5�
810� サンライズハニー 牡5栗 57 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 498－ 21：27．83 22．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，934，600円 複勝： 38，186，600円 枠連： 9，225，100円
馬連： 60，285，500円 馬単： 28，152，900円 ワイド： 41，743，900円
3連複： 85，055，300円 3連単： 122，442，100円 計： 413，026，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 510円 � 340円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 6，770円 馬 単 �� 9，380円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 860円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 84，860円

票 数

単勝票数 計 279346 的中 � 69221（1番人気）
複勝票数 計 381866 的中 � 84792（1番人気）� 15805（8番人気）� 25360（7番人気）
枠連票数 計 92251 的中 （7－8） 13170（1番人気）
馬連票数 計 602855 的中 �� 6894（25番人気）
馬単票数 計 281529 的中 �� 2249（41番人気）
ワイド票数 計 417439 的中 �� 5356（23番人気）�� 13049（13番人気）�� 3273（32番人気）
3連複票数 計 850553 的中 ��� 4024（56番人気）
3連単票数 計1224421 的中 ��� 1046（293番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．5―48．8―1：01．0―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランセノーテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．1．9 京都6着

2013．5．4生 牡7栗 母 コーディーライン 母母 Private Encore 30戦3勝 賞金 47，770，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01080 1月19日 曇 良 （2京都1） 第7日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時50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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

810 スマートランウェイ 牝4芦 54 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 杵臼牧場 498－101：53．0 3．9�
44 アナザーラブソング 牡4栗 56 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 2 〃 クビ 14．3�
11 ナイルデルタ 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 482－ 61：53．53 3．5�
33 メイショウカクウン 牡5青鹿57 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 458－ 21：54．03 123．2�
55 シールドヴォルト 牡4鹿 56

54 △岩田 望来飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 438± 0 〃 クビ 9．1	
22 ザプラウドワンズ 牡4鹿 56 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 510－ 61：54．42� 27．8

89 ティーブルーム 牡4栗 56 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 登別 登別上水牧場 462＋221：54．72 67．0�
77 キングレイスター 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 506＋121：54．8クビ 44．3�
78 ハイパーノヴァ �6栃栗57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 502＋ 21：55．65 2．2
66 ダンツスピリット 牡4黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 480－101：57．19 282．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，105，800円 複勝： 45，445，900円 枠連： 11，914，300円
馬連： 71，122，000円 馬単： 38，970，800円 ワイド： 45，492，400円
3連複： 101，628，200円 3連単： 186，038，200円 計： 540，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 270円 � 140円 枠 連（4－8） 2，580円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 810円 �� 350円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 17，150円

票 数

単勝票数 計 401058 的中 � 82061（3番人気）
複勝票数 計 454459 的中 � 68298（3番人気）� 34886（5番人気）� 98315（2番人気）
枠連票数 計 119143 的中 （4－8） 3576（9番人気）
馬連票数 計 711220 的中 �� 18851（10番人気）
馬単票数 計 389708 的中 �� 6643（16番人気）
ワイド票数 計 454924 的中 �� 13351（9番人気）�� 35503（3番人気）�� 23144（7番人気）
3連複票数 計1016282 的中 ��� 27434（10番人気）
3連単票数 計1860382 的中 ��� 7864（56番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．3―12．9―12．6―12．4―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―38．0―50．9―1：03．5―1：15．9―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3
10，8，5（1，7）（3，9，6）2，4
10，8（1，3，5）（2，9）7（4，6）

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

勝馬の
紹 介

スマートランウェイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．6．9 阪神3着

2016．3．22生 牝4芦 母 スマートパルス 母母 ファッションショー 4戦2勝 賞金 13，900，000円



01081 1月19日 曇 良 （2京都1） 第7日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 賞
発走14時25分 （芝・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

55 ソウルトレイン 牡3芦 56 川田 将雅安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：36．2 4．1�
44 スマートリアン 牝3鹿 54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 456－ 21：36．3� 22．7�
66 � オーロラフラッシュ 牝3鹿 54 福永 祐一嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 442－ 41：36．62 3．9�
11 ロードエクスプレス 牡3鹿 56 S．フォーリー �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 446＋ 41：37．02� 12．8�

（愛）

77 エ ー ポ ス 牝3栗 54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458－ 4 〃 ハナ 7．1	
88 ク ラ ヴ ェ ル 牝3青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 422－ 21：37．21	 4．9

89 ゴルトファルベン 牡3鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：37．62� 4．2�
22 ラヴォアドゥース 牝3栃栗54 坂井 瑠星�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋121：37．7
 21．1�
33 クリノアンカーマン 牡3鹿 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 466＋ 41：39．08 153．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 55，853，500円 複勝： 72，505，700円 枠連： 15，558，100円
馬連： 99，940，700円 馬単： 48，548，500円 ワイド： 65，726，800円
3連複： 133，555，000円 3連単： 221，134，800円 計： 712，823，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 410円 � 140円 枠 連（4－5） 3，610円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 880円 �� 350円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 27，870円

票 数

単勝票数 計 558535 的中 � 107700（2番人気）
複勝票数 計 725057 的中 � 137044（2番人気）� 31823（8番人気）� 160426（1番人気）
枠連票数 計 155581 的中 （4－5） 3333（13番人気）
馬連票数 計 999407 的中 �� 19270（15番人気）
馬単票数 計 485485 的中 �� 6698（25番人気）
ワイド票数 計 657268 的中 �� 18380（14番人気）�� 53796（2番人気）�� 12388（20番人気）
3連複票数 計1335550 的中 ��� 20078（21番人気）
3連単票数 計2211348 的中 ��� 5752（114番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．0―12．5―12．3―11．9―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．6―49．1―1：01．4―1：13．3―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 4，5（1，6）（2，7）（3，8，9） 4 4，5（1，6）（2，7）（3，8，9）

勝馬の
紹 介

ソウルトレイン �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2019．7．7 函館4着

2017．4．21生 牡3芦 母 チ ラ リ 母母 ミラクルワウ 6戦2勝 賞金 21，513，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01082 1月19日 曇 良 （2京都1） 第7日 第10競走 ��2，000�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走15時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 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

33 サマーセント 牝4黒鹿54 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 42：03．1 6．3�

77 ハギノカエラ 牝7栗 55 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 426－ 22：03．31� 4．5�
55 コ パ カ テ ィ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474＋102：04．04 6．4�
11 ウインラナキラ 牝5鹿 55 S．フォーリー �ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 410＋ 22：04．1� 5．6�

（愛）

66 イノセントミューズ 牝4鹿 54 北村 友一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 492＋ 42：04．41� 4．8	
44 ウインルチル 牝5栗 55 池添 謙一�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 438＋102：04．5� 3．7

88 ペプチドフシチョウ 牝4鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 458－ 22：04．92	 39．7�
22 ルプレジール 牝4鹿 54 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 82：05．22 23．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 48，450，700円 複勝： 61，532，400円 枠連： 発売なし
馬連： 117，717，800円 馬単： 50，277，900円 ワイド： 58，664，200円
3連複： 131，446，600円 3連単： 248，734，400円 計： 716，824，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 130円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 540円 �� 670円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 15，270円

票 数

単勝票数 計 484507 的中 � 60584（5番人気）
複勝票数 計 615324 的中 � 60835（6番人気）� 153308（1番人気）� 76934（5番人気）
馬連票数 計1177178 的中 �� 55986（12番人気）
馬単票数 計 502779 的中 �� 11322（27番人気）
ワイド票数 計 586642 的中 �� 27829（9番人気）�� 21614（15番人気）�� 34768（6番人気）
3連複票数 計1314466 的中 ��� 42741（12番人気）
3連単票数 計2487344 的中 ��� 11807（92番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．5―13．0―12．6―12．4―12．0―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―38．0―51．0―1：03．6―1：16．0―1：28．0―1：39．7―1：51．2

コーナー
通過順位

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

2
4
3，8（1，4）（2，6）7，5
3（8，4）1（2，6）7，5

勝馬の
紹 介

サマーセント 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．27 京都9着

2016．3．20生 牝4黒鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 8戦3勝 賞金 28，732，000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，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



01083 1月19日 曇 良 （2京都1） 第7日 第11競走 ��
��2，400�第67回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，31．1．12以降2．1．13まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，008，000円 288，000円 144，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

46 モ ズ ベ ッ ロ 牡4鹿 52 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 478＋ 82：26．9 4．9�
34 レッドレオン 牡5青鹿54 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 42：27．32� 8．1�
58 エーティーラッセン 牡6鹿 51 藤懸 貴志荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 518± 02：27．4� 58．3�
57 タイセイトレイル 牡5黒鹿55 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋14 〃 ハナ 6．3�
814 プリンスオブペスカ 牡6鹿 54 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484－ 62：27．5� 55．5�
711 サトノガーネット 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 02：27．6� 14．3	
22 レッドジェニアル 牡4黒鹿56 武 豊 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 486± 02：27．7クビ 3．6

33 マスターコード 牡6黒鹿53 幸 英明�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋102：27．91	 23．2�
11 メロディーレーン 牝4鹿 49 岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 340± 0 〃 クビ 8．4�
69 ロードヴァンドール 牡7栗 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B508＋ 82：28．0� 28．9
813 アフリカンゴールド 
5栗 55 福永 祐一ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 22：28．1クビ 5．4�
45 チェスナットコート 牡6栗 55 藤岡 康太窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470± 0 〃 ハナ 122．2�
712� スズカディープ 
8青鹿52 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B438＋162：28．52� 323．7�
610 サイモンラムセス 牡10鹿 53 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B464± 02：31．0大差 358．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 240，684，700円 複勝： 318，498，600円 枠連： 113，117，100円
馬連： 867，207，300円 馬単： 307，756，800円 ワイド： 474，457，800円
3連複： 1，495，706，600円 3連単： 2，054，326，400円 計： 5，871，755，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 280円 � 940円 枠 連（3－4） 1，540円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，680円 �� 4，580円

3 連 複 ��� 29，380円 3 連 単 ��� 110，680円

票 数

単勝票数 計2406847 的中 � 388103（2番人気）
複勝票数 計3184986 的中 � 457090（3番人気）� 299386（5番人気）� 72926（11番人気）
枠連票数 計1131171 的中 （3－4） 56787（8番人気）
馬連票数 計8672073 的中 �� 323654（10番人気）
馬単票数 計3077568 的中 �� 62559（15番人気）
ワイド票数 計4744578 的中 �� 159229（9番人気）�� 32428（41番人気）�� 25933（44番人気）
3連複票数 計14957066 的中 ��� 38179（89番人気）
3連単票数 計20543264 的中 ��� 13456（365番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．9―13．0―12．9―12．1―12．8―12．2―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．8―35．7―48．6―1：01．6―1：14．5―1：26．6―1：39．4―1：51．6―2：03．4―2：15．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ズ ベ ッ ロ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2019．1．20 中京4着

2016．4．7生 牡4鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 11戦4勝 賞金 103，670，000円

01084 1月19日 曇 良 （2京都1） 第7日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
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 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
1：09．0
1：08．7

不良
重

24 テルモードーサ 牝4鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム B526＋121：11．4 2．6�
36 ヴァリアント 牡4青鹿56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 484＋121：11．93 28．8�
59 ロングベスト 牡6鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 526＋121：12．11� 9．8�
714� エムオータイショウ 牡4鹿 56 武 豊大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 506－ 41：12．2� 8．3�
35 ナムラヘラクレス 牡6鹿 57 小牧 太奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 492＋ 81：12．51� 14．8�
11 ロマンチスト 牡7栗 57 藤岡 康太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 530± 0 〃 ハナ 58．2	
612 ク ラ シ コ 牡8鹿 57 川田 将雅林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B498－ 4 〃 ハナ 6．8

12 スターペスマリア 牝6栗 55 坂井 瑠星河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 496＋ 4 〃 ハナ 63．6�
815 レジーナファースト 牝5鹿 55 北村 友一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 460－ 61：12．6� 10．1�
47 サンビショップ 	8栗 57 四位 洋文三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 478＋101：12．7クビ 36．0�
816 バルコラベーロ 牡6栗 57 藤井勘一郎 サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：12．91
 116．2�
510 アカツキジョー 牡5栗 57 川島 信二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 510＋ 21：13．11
 18．2�
48 レッドランサー 牡5黒鹿 57

55 △岩田 望来 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 460－ 41：13．31
 6．8�
713 ウイナーズロード 牝6青鹿55 国分 恭介宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 442＋ 21：13．61� 316．0�
23 ギ ン ゴ ー 牡7鹿 57 S．フォーリー ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B512＋ 8 〃 クビ 56．0�

（愛）

611 ヤマニンブルーベル 牝4芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 466－ 61：14．23� 131．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，630，100円 複勝： 112，459，200円 枠連： 37，555，500円
馬連： 182，412，900円 馬単： 67，887，700円 ワイド： 122，269，200円
3連複： 263，611，400円 3連単： 312，944，900円 計： 1，183，770，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 490円 � 310円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 730円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 16，310円 3 連 単 ��� 74，530円

票 数

単勝票数 計 846301 的中 � 260356（1番人気）
複勝票数 計1124592 的中 � 284170（1番人気）� 45939（9番人気）� 81711（6番人気）
枠連票数 計 375555 的中 （2－3） 18015（6番人気）
馬連票数 計1824129 的中 �� 29892（18番人気）
馬単票数 計 678877 的中 �� 7396（28番人気）
ワイド票数 計1222692 的中 �� 18466（18番人気）�� 45256（4番人気）�� 8836（40番人気）
3連複票数 計2636114 的中 ��� 12119（53番人気）
3連単票数 計3129449 的中 ��� 3044（249番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．6―47．3―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テルモードーサ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．17 阪神3着

2016．4．22生 牝4鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 12戦3勝 賞金 29，420，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（2京都1）第7日 1月19日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 141頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

281，500，000円
5，490，000円
25，320，000円
2，030，000円
34，030，000円
4，000，000円
59，459，500円
4，764，500円
1，353，600円

勝馬投票券売得金
708，928，500円
963，275，200円
255，748，700円
1，704，771，200円
722，406，500円
1，040，219，200円
2，660，646，400円
3，862，091，400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 11，918，087，100円

総入場人員 23，010名 （有料入場人員 22，010名）
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