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01073 1月22日 曇 稍重 （29京都1）第7日 第1競走 1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

47 レッドリボン 牝3鹿 54 池添 謙一甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 434± 01：55．1 4．2�
611 サイレントアスカ 牝3鹿 54 M．デムーロ髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：55．42 2．9�
46 ブルーブラッド 牝3栗 54 S．フォーリー H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 21：56．14 19．1�
（愛）

713 ナムラメルシー 牝3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 浦河 中島牧場 466－ 61：56．2クビ 17．6�

58 サツキシラユリ 牝3黒鹿54 菱田 裕二小野 博郷氏 湯窪 幸雄 新冠 ベルモント
ファーム 484＋ 21：56．62� 99．0�

814 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54 松若 風馬 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 448－14 〃 ハナ 13．0�
22 リネンロマン 牝3鹿 54

53 ☆義 英真戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 410＋ 2 〃 クビ 23．9	
11 ミスレジェンド 牝3黒鹿54 北村 友一 
フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 6 〃 ハナ 7．9�
35 コンプリートベスト 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 466－ 41：56．81� 4．4�
34 ヤ ン ベ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 412－ 61：56．9クビ 164．2
712 シュクルダール 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 
社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 504－ 41：57．85 27．5�
815 レイナプティ 牝3芦 54 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446＋ 21：58．01 229．0�
610 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 松山 弘平サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 4 〃 クビ 74．3�

23 ピ ン ギ ッ ト 牝3鹿 54 高倉 稜
下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 414－102：00．6大差 78．9�
59 キ ス イ ン 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也 
キャロットファーム 松永 昌博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－102：01．77 63．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，391，600円 複勝： 35，382，700円 枠連： 11，332，000円
馬連： 47，522，700円 馬単： 23，750，300円 ワイド： 31，714，000円
3連複： 72，272，500円 3連単： 88，990，400円 計： 335，356，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 140円 � 330円 枠 連（4－6） 540円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，050円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 12，890円

票 数

単勝票数 計 243916 的中 � 45729（2番人気）
複勝票数 計 353827 的中 � 60238（3番人気）� 81885（1番人気）� 19883（6番人気）
枠連票数 計 113320 的中 （4－6） 16157（1番人気）
馬連票数 計 475227 的中 �� 53405（1番人気）
馬単票数 計 237503 的中 �� 13135（2番人気）
ワイド票数 計 317140 的中 �� 29536（1番人気）�� 7160（14番人気）�� 8740（10番人気）
3連複票数 計 722725 的中 ��� 16476（9番人気）
3連単票数 計 889904 的中 ��� 5004（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．7―50．2―1：03．8―1：17．1―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．0
1
3
9，1－11（3，13，14）7，6，8（2，12）10－5，4－15・（9，11）（14，8）（1，7）（6，13）（2，12）－（3，10）4，5，15

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

勝馬の
紹 介

レッドリボン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．12．4 阪神2着

2014．3．3生 牝3鹿 母 タフネスデジタル 母母 タフネススター 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 キスイン号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンギット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月22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。

01074 1月22日 曇 稍重 （29京都1）第7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

57 ウォーターマーズ 牡3芦 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 524± 01：54．5 5．5�
33 コ エ レ 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 460＋ 61：55．45 11．0�
710 ナムラカブト 牡3黒鹿56 M．デムーロ奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 502＋ 2 〃 クビ 5．9�
45 イイコトバカリ 牝3鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 468± 01：55．61 2．8�
56 メイショウトコシエ 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 462± 01：56．23� 95．3�
813 モズズイウン 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 西村 真幸 日高 目黒牧場 396－ 81：56．3� 97．7	
711 ウエスタンアッレ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 510－ 6 〃 クビ 42．3

812 シンボリブーケ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 462－ 21：56．51� 7．5�
69 シュペルブバロン 牡3栗 56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 浅見 秀一 日高 野島牧場 484－101：56．6クビ 7．6�
68 ア ナ ザ 牡3鹿 56 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 片山牧場 478－ 41：57．02� 13．3
11 イ ヴ レ ア 牡3栗 56 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 476＋ 81：57．21� 37．3�
44 ナムライーサン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 446－ 61：57．41� 52．6�
22 ローグナイト 牡3鹿 56 S．フォーリー 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 508＋142：05．0大差 26．4�
（愛）
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売 得 金
単勝： 22，319，000円 複勝： 27，840，500円 枠連： 9，271，900円
馬連： 42，530，800円 馬単： 21，950，200円 ワイド： 29，309，900円
3連複： 60，722，900円 3連単： 80，212，800円 計： 294，158，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 270円 � 210円 枠 連（3－5） 3，120円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 930円 �� 580円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 34，120円

票 数

単勝票数 計 223190 的中 � 32062（2番人気）
複勝票数 計 278405 的中 � 37416（2番人気）� 24858（6番人気）� 36490（3番人気）
枠連票数 計 92719 的中 （3－5） 2297（12番人気）
馬連票数 計 425308 的中 �� 11912（10番人気）
馬単票数 計 219502 的中 �� 3480（20番人気）
ワイド票数 計 293099 的中 �� 7988（11番人気）�� 13576（6番人気）�� 4852（19番人気）
3連複票数 計 607229 的中 ��� 8432（16番人気）
3連単票数 計 802128 的中 ��� 1704（110番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．4―13．6―13．1―12．6―12．7―12．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．1―50．7―1：03．8―1：16．4―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ウォーターマーズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 El Prado デビュー 2017．1．7 京都4着

2014．4．6生 牡3芦 母 ウォーターポラリス 母母 Sin for Me 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走状況〕 イイコトバカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シンボリブーケ号の騎手坂井瑠星は，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：11番）

コエレ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 イイコトバカリ号は，平成29年1月23日から平成29年2月12日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローグナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月22日まで平地競走

に出走できない。
※イヴレア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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22日 曇 稍重 （29京都1）第7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

12 ベルエスメラルダ 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 440－ 21：25．2 16．5�

59 メイショウエイコウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 424－ 61：26．37 2．3�
713 ジョーアラビカ 牡3芦 56 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 506＋ 21：26．4� 4．5�
815 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498± 01：27．46 50．8�
24 ピ カ ロ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 438－ 41：28．03� 45．8�
48 テ ソ ー ロ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 クビ 6．7	
36 ディストワセブン 牡3黒鹿56 松山 弘平
岡 隆氏 作田 誠二 浦河 中村 雅明 460－ 21：28．31� 33．2�
714 テイルバック 牡3青鹿56 岩田 康誠新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 484＋ 41：28．4� 8．5�
612 ルメイユール 牝3黒鹿54 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 504－ 2 〃 アタマ 6．6
611 クリノハリウッド 牡3鹿 56 松田 大作栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 築紫 洋 434＋ 21：28．71� 63．4�
35 ゴ ー ド ン 牡3黒鹿56 小牧 太 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 492＋ 61：28．91� 56．6�
11 クリノルイーザ 牝3鹿 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 横井 哲 426－ 41：29．96 179．2�
510 エモーションブルー 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新ひだか 千代田牧場 488－ 8 〃 ハナ 269．7�
47 ブ ル ノ 牡3栗 56

55 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：30．0� 181．8�
23 ダークマスクス 牡3鹿 56

54 △城戸 義政山上 和良氏 坂口 正則 浦河 昭和牧場 452－ 81：30．53 191．5�
816 メイショウヒャッカ 牝3栗 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 �川フアーム 424－ 21：30．82 101．7�
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売 得 金
単勝： 25，453，700円 複勝： 37，425，000円 枠連： 14，070，900円
馬連： 49，568，500円 馬単： 28，082，100円 ワイド： 33，818，500円
3連複： 73，642，900円 3連単： 102，045，900円 計： 364，107，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 360円 � 110円 � 160円 枠 連（1－5） 2，050円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，120円 �� 220円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 24，030円

票 数

単勝票数 計 254537 的中 � 12268（6番人気）
複勝票数 計 374250 的中 � 15814（6番人気）� 139715（1番人気）� 52571（2番人気）
枠連票数 計 140709 的中 （1－5） 5314（9番人気）
馬連票数 計 495685 的中 �� 21077（6番人気）
馬単票数 計 280821 的中 �� 4576（18番人気）
ワイド票数 計 338185 的中 �� 13461（6番人気）�� 6670（13番人気）�� 47269（1番人気）
3連複票数 計 736429 的中 ��� 23654（7番人気）
3連単票数 計1020459 的中 ��� 3078（70番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．3―12．2―12．2―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．3―48．5―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルエスメラルダ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．13 小倉13着

2014．4．21生 牝3黒鹿 母 プリンセスチャーム 母母 フロントアクセス 8戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダークマスクス号・メイショウヒャッカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

2月22日まで平地競走に出走できない。

01076 1月22日 雨 稍重 （29京都1）第7日 第4競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

牝，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
1：21．7
1：21．5

重
不良

610 タガノカトレア 牝3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 426＋ 61：24．9 3．4�

711 ファッショニスタ 牝3鹿 54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 41：25．11� 3．3�

11 オールポッシブル 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：25．63 4．7�
814 ヴィーナスフローラ 牝3栗 54 岩田 康誠大塚 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 494＋ 61：26．02 8．1�
58 アンデスクイーン 牝3栗 54 荻野 琢真 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：26．21� 10．2�
33 チカノワール 牝3鹿 54 武 幸四郎�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 442－ 6 〃 ハナ 22．9	
22 サツキユニヴァース 牝3栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 436－ 61：26．41� 37．9

712 リリーメーカー 牝3鹿 54 松若 風馬阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 478± 01：26．61� 26．1�
46 ロイヤルメジャー 牝3鹿 54 松山 弘平本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 430－ 21：26．7� 69．4�
57 クールファンタジー 牝3黒鹿54 S．フォーリー 川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 434－121：27．33� 38．6

（愛）

813 レ ン レ ン 牝3栗 54 �島 良太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 446－ 8 〃 アタマ 26．5�
34 ジョウショーホマレ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 464－ 41：27．4� 99．2�
69 ジャンダラリン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 456＋ 21：28．03� 40．0�
45 エ ル ヴ ス 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 464＋ 61：29．06 77．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，769，800円 複勝： 47，781，200円 枠連： 12，643，900円
馬連： 60，750，900円 馬単： 31，933，400円 ワイド： 39，873，200円
3連複： 85，477，600円 3連単： 114，131，600円 計： 427，361，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 200円 �� 330円 �� 340円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，010円

票 数

単勝票数 計 347698 的中 � 81077（2番人気）
複勝票数 計 477812 的中 � 105783（2番人気）� 112132（1番人気）� 73615（3番人気）
枠連票数 計 126439 的中 （6－7） 19067（1番人気）
馬連票数 計 607509 的中 �� 93653（1番人気）
馬単票数 計 319334 的中 �� 25099（1番人気）
ワイド票数 計 398732 的中 �� 56366（1番人気）�� 28207（2番人気）�� 27661（3番人気）
3連複票数 計 854776 的中 ��� 80706（1番人気）
3連単票数 計1141316 的中 ��� 27414（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．1―12．3―12．7―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．3―47．6―1：00．3―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカトレア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2016．12．24 阪神1着

2014．4．24生 牝3鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 2戦2勝 賞金 14，200，000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。



01077 1月22日 曇 良 （29京都1）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20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

24 フラウティスタ 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 418－ 21：37．7 2．1�
35 メイショウミハル 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 476－ 41：37．91� 17．5�
36 スパイクナード 牝3黒鹿54 岩田 康誠今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 21：38．32� 11．2�
48 アラハバード 牡3黒鹿56 松田 大作�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋101：38．4� 4．7�
12 アドラメレク 牡3黒鹿56 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋12 〃 クビ 9．0	
611 メイショウハガネ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 464＋ 2 〃 アタマ 59．1

714 マイネルソノリティ 牡3鹿 56 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：38．5� 46．9�
59 アスタークライ 牡3栗 56 菱田 裕二加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 446＋141：38．6クビ 20．7�
11 マイネルハドソン 牡3青鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 510－ 41：38．7� 13．4
612 ア レ ラ ー モ 牡3鹿 56 S．フォーリー �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 アタマ 11．2�

（愛）

510 キットダイジョウブ 牝3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 412－ 8 〃 アタマ 150．3�

23 ミラクルツリー 牝3栗 54 川島 信二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 422－ 8 〃 クビ 329．5�
713 シュヴァルノーブル 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�富田牧場 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 394－181：39．02 494．3�
47 ラ フ ァ エ ラ 牝3栗 54 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 424＋ 41：39．42 30．3�
815	 アポロオーランド 牡3栗 56 小林 徹弥アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Fred W.

Hertrich III 486－ 6 〃 ハナ 140．9�
816 ノーティインパクト 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星小関 昭次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 432－ 21：39．5� 118．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，862，500円 複勝： 46，884，000円 枠連： 14，161，100円
馬連： 64，306，200円 馬単： 34，352，000円 ワイド： 40，271，000円
3連複： 89，944，300円 3連単： 123，539，600円 計： 447，320，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 320円 � 220円 枠 連（2－3） 540円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 590円 �� 390円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 12，370円

票 数

単勝票数 計 338625 的中 � 128900（1番人気）
複勝票数 計 468840 的中 � 141261（1番人気）� 27949（6番人気）� 47462（3番人気）
枠連票数 計 141611 的中 （2－3） 20253（2番人気）
馬連票数 計 643062 的中 �� 31262（5番人気）
馬単票数 計 343520 的中 �� 12041（6番人気）
ワイド票数 計 402710 的中 �� 17611（5番人気）�� 28747（2番人気）�� 5168（22番人気）
3連複票数 計 899443 的中 ��� 19963（9番人気）
3連単票数 計1235396 的中 ��� 7239（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．1―49．3―1：02．1―1：14．4―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．6
3 10，5（2，11）（8，9）4（12，16，14）（1，7）13（6，3）15 4 10，5（2，11）9，8（4，14）（12，16）（1，7）（13，3）（6，15）

勝馬の
紹 介

フラウティスタ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．12 京都2着

2014．5．5生 牝3鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 フラウティスタ号の騎手M．デムーロは，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：2番・11番）
※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。
（非当選馬） 1頭 ダンツストーク号
（非抽選馬） 1頭 マイネルブロッケン号
※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22日 曇 良 （29京都1）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

47 ファンディーナ 牝3青鹿54 岩田 康誠�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 516 ―1：50．0 1．8�
23 ブルークランズ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 486 ―1：51．59 5．2�
58 モンテヴェルデ 牡3青鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 474 ―1：51．82 8．5�
814 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 460 ―1：52．01� 280．3�
34 ジャンティオム 牡3栗 56 松山 弘平髙橋 貴士氏 尾関 知人 新ひだか チャンピオンズファーム 504 ―1：52．21 15．6�
11 ダニエリカズマ 牡3鹿 56 S．フォーリー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 464 ―1：52．41� 19．0	

（愛）

610 トゥクトゥクボーイ 牡3黒鹿56 松田 大作 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 荒井ファーム 458 ―1：52．82� 144．0

46 サ ン タ ナ 牡3黒鹿56 川島 信二折手 邦雄氏 荒川 義之 新ひだか 折手牧場 502 ―1：52．9� 102．8�
611 バ ー ボ ネ ラ 牝3栗 54 松若 風馬 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 432 ―1：53．0� 25．4�
35 タイセイキーマン 牡3黒鹿56 小牧 太田中 成奉氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 504 ―1：53．31� 61．8
713 ヒルノコートドール 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真�ヒルノ 北出 成人 新ひだか 小河 豊水 428 ―1：53．51� 146．5�
712 ショウナンタロット 牡3青 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 448 ―1：53．6� 7．2�
815 アタッケミノル 牡3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 518 ―1：54．55 27．2�
59 ピンクリボン 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 厚賀古川牧場 446 ―1：54．6クビ 117．6�
22 ロゼットブルー 牝3鹿 54 菱田 裕二 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 アタマ 61．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，416，200円 複勝： 42，587，000円 枠連： 12，293，500円
馬連： 54，166，100円 馬単： 34，006，400円 ワイド： 34，389，400円
3連複： 68，721，800円 3連単： 110，398，000円 計： 390，978，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（2－4） 430円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 220円 �� 300円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，500円

票 数

単勝票数 計 344162 的中 � 150133（1番人気）
複勝票数 計 425870 的中 � 163344（1番人気）� 62497（2番人気）� 55074（3番人気）
枠連票数 計 122935 的中 （2－4） 21780（1番人気）
馬連票数 計 541661 的中 �� 91222（1番人気）
馬単票数 計 340064 的中 �� 36030（1番人気）
ワイド票数 計 343894 的中 �� 44883（1番人気）�� 28974（3番人気）�� 14844（5番人気）
3連複票数 計 687218 的中 ��� 50102（1番人気）
3連単票数 計1103980 的中 ��� 31892（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．4―13．1―13．5―12．3―11．9―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．8―49．9―1：03．4―1：15．7―1：27．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．3
3 7（10，14）（4，8）（3，13）（2，1，12）（6，5）－11，15－9 4 7－（10，14）－（4，8）3，13（1，12）2－（6，5）－11＝15－9

勝馬の
紹 介

ファンディーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal 初出走

2014．3．10生 牝3青鹿 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※ジャンティオム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



01079 1月22日 曇 稍重 （29京都1）第7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

45 � タガノジーニアス 牡4鹿 56 川島 信二八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510± 01：53．5 3．4�

58 エンパイアブレイク 牝4鹿 54 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 488＋ 41：53．92� 3．2�
610 ロバストミノル 牡4栗 56 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 504＋ 81：54．21� 7．8�
34 ワンダーアビルマン 牡4黒鹿56 小牧 太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 490－10 〃 クビ 12．2�
712 コパノアラジン 牡4栗 56 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 528＋ 21：54．3� 11．5�
711 ライトブリンガー 牡4栗 56 岩田 康誠�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B472＋ 61：54．4クビ 11．4	
57 � サンマルクラウン 牡4鹿 56

53 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 470＋ 21：54．61� 88．3

33 トゥールエッフェル 牝4芦 54 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 528＋ 61：55．13 44．2�
11 カシノランド 牡5黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 464－ 61：55．31� 20．1
22 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 菱田 裕二�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 470－ 81：55．4� 88．0�
813 コウユーモンブラン 牡4栗 56 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 446－ 21：55．5� 203．3�
69 � エイシンサブウェイ 牡5鹿 57 藤岡 佑介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 516＋141：55．71� 14．6�
814 ウインシンフォニア 牡4鹿 56 高倉 稜�ウイン 中野 栄治 新ひだか 片山牧場 482± 01：56．12� 10．2�
46 カシノエイシ 牡4鹿 56

55 ☆義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 552± 01：56．84 290．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，600，600円 複勝： 37，731，100円 枠連： 15，703，900円
馬連： 66，878，200円 馬単： 30，772，900円 ワイド： 38，122，600円
3連複： 88，626，500円 3連単： 118，737，800円 計： 424，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 190円 枠 連（4－5） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 200円 �� 450円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 276006 的中 � 63751（2番人気）
複勝票数 計 377311 的中 � 77651（2番人気）� 91338（1番人気）� 39461（3番人気）
枠連票数 計 157039 的中 （4－5） 28083（1番人気）
馬連票数 計 668782 的中 �� 121023（1番人気）
馬単票数 計 307729 的中 �� 26601（2番人気）
ワイド票数 計 381226 的中 �� 57943（1番人気）�� 18930（3番人気）�� 24153（2番人気）
3連複票数 計 886265 的中 ��� 66086（1番人気）
3連単票数 計1187378 的中 ��� 24069（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．4―49．7―1：03．2―1：16．1―1：28．7―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�タガノジーニアス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Saint Ballado

2013．4．12生 牡4鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 13戦1勝 賞金 12，800，000円
初出走 JRA

01080 1月22日 曇 良 （29京都1）第7日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ダブルイーグル 牡9鹿 57 小牧 太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 490＋102：01．7 14．2�
710 ジュンファイトクン 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 466＋ 82：02．12� 7．2�
56 ロードキング 牡4鹿 56 S．フォーリー 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B490± 02：02．41� 3．2�

（愛）

812 ラスイエットロス 牝4鹿 54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 418± 02：02．93 15．6�

44 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿 57
56 ☆�島 克駿岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 502＋ 42：03．0� 9．4�

68 エイシンキスミー 牝4鹿 54 M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 490＋14 〃 ハナ 6．0	
33 ヨ カ グ ラ �4栗 56 池添 謙一 
社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 478＋ 22：03．21� 5．5�
55 ゼーリムニル 牝4鹿 54

51 ▲坂井 瑠星一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 466＋10 〃 クビ 8．4�
22 メイショウカクオビ 牡4鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 498＋26 〃 ハナ 33．2
79 シャッターチャンス 牡5鹿 57 岩田 康誠前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 452＋102：03．41� 24．6�
811	 ライブリファースト 牡5鹿 57 竹之下智昭加藤 哲郎氏 千田 輝彦 浦河 高昭牧場 520± 02：03．82� 183．5�
67 ヴ レ 牡4栗 56 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 528＋162：04．33 40．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，181，300円 複勝： 37，276，800円 枠連： 14，613，800円
馬連： 68，232，300円 馬単： 30，780，100円 ワイド： 39，326，200円
3連複： 88，464，300円 3連単： 121，340，100円 計： 428，214，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 300円 � 220円 � 150円 枠 連（1－7） 5，340円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 13，530円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 760円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 54，700円

票 数

単勝票数 計 281813 的中 � 15806（7番人気）
複勝票数 計 372768 的中 � 26797（7番人気）� 40360（4番人気）� 79878（1番人気）
枠連票数 計 146138 的中 （1－7） 2118（18番人気）
馬連票数 計 682323 的中 �� 9053（23番人気）
馬単票数 計 307801 的中 �� 1705（54番人気）
ワイド票数 計 393262 的中 �� 5652（22番人気）�� 13201（9番人気）�� 23096（3番人気）
3連複票数 計 884643 的中 ��� 12678（17番人気）
3連単票数 計1213401 的中 ��� 1608（206番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．7―12．2―12．4―12．7―12．1―11．7―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．3―48．5―1：00．9―1：13．6―1：25．7―1：37．4―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
4，12，2，10－6，5－7，11－（1，8）－（9，3）
4，12（2，10）－6－（1，9，7）（8，5，3）11

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

勝馬の
紹 介

ダブルイーグル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2010．10．31 京都12着

2008．4．20生 牡9鹿 母 ダブルタイトル 母母 ネ オ ン 61戦3勝 賞金 66，019，000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。



01081 1月22日 雨 稍重 （29京都1）第7日 第9競走 ��2，400�
む つ き

睦 月 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，28．1．23以降29．1．17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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
2：22．6
2：22．1

良
良

44 シ ョ パ ン 牡4黒鹿55 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：30．2 1．4�
810� ヤマカツポセイドン 牡8黒鹿54 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＋182：30．41� 24．4�
77 ステイザコース �7栗 54 S．フォーリー �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 62：30．5� 28．0�
（愛）

78 メ ゾ ン リ ー 牡4黒鹿55 池添 謙一西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484± 02：30．92� 6．6�

22 タイセイアプローズ 牡5鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 482－ 42：31．0	 7．8�
66 ダンディーズムーン 牡6鹿 55 岩田 康誠田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 62：31．21� 13．7	
55 イイデフューチャー 牡6黒鹿54 松田 大作松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 472＋142：31．3	 92．6

11 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 476＋102：31．5	 35．2�
89 ヘイローフォンテン 牡7鹿 53 川島 信二吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 532－102：31．71� 89．8�
33 デルマオギン 牝4鹿 52 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468－ 22：31．8クビ 16．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，224，000円 複勝： 128，276，900円 枠連： 18，175，300円
馬連： 85，740，100円 馬単： 68，348，300円 ワイド： 46，207，400円
3連複： 113，036，300円 3連単： 314，295，600円 計： 815，303，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 340円 � 400円 枠 連（4－8） 1，240円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 540円 �� 600円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 15，590円

票 数

単勝票数 計 412240 的中 � 235515（1番人気）
複勝票数 計1282769 的中 � 989854（1番人気）� 24707（6番人気）� 20396（7番人気）
枠連票数 計 181753 的中 （4－8） 11317（5番人気）
馬連票数 計 857401 的中 �� 46015（6番人気）
馬単票数 計 683483 的中 �� 29338（7番人気）
ワイド票数 計 462074 的中 �� 23148（5番人気）�� 20338（6番人気）�� 3843（24番人気）
3連複票数 計1130363 的中 ��� 17112（19番人気）
3連単票数 計3142956 的中 ��� 14612（54番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．4―13．0―12．8―13．4―13．2―12．4―12．2―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．4―36．8―49．8―1：02．6―1：16．0―1：29．2―1：41．6―1：53．8―2：06．0―2：17．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ョ パ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．12．20 阪神5着

2013．4．23生 牡4黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール 9戦3勝 賞金 38，925，000円
※出走取消馬 スリーヴェローチェ号（疾病〔感冒〕のため）
※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22日 曇 稍重 （29京都1）第7日 第10競走 ��1，200�
やましな

山科ステークス
発走15時00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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

813 ニットウスバル 牡5鹿 57 岩田 康誠�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 518－ 61：11．1 5．4�
712� ゴルゴバローズ 牡4鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden

Brook Farm 534＋101：11．31� 2．0�
45 � ゼンノサーベイヤー 牡4栗 56 四位 洋文大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 506－ 6 〃 クビ 7．7�
57 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 508＋ 81：11．61� 18．7�
69 メイショウツレヅレ 牝8黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 458－ 81：11．7� 15．6�
58 ラブミークン 牡5栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 500－ 41：11．8	 86．3	
46 ガッサンプレイ 牡7栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 482－121：11．9� 184．6

610 ルミナスパレード 牝6黒鹿55 小崎 綾也 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：12．21	 55．4�
711 ウエスタンラムール 牡5黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 464± 01：12．83� 137．3�
34 � ベストルーラー 牡6黒鹿57 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 514＋ 2 〃 アタマ 186．2
33 シ ェ ア ー ド 牡4鹿 56 松若 風馬伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 476－ 2 〃 クビ 57．5�
22 メイショウワダイコ 牡5鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 542＋ 61：13．33 9．7�
11 � アメリカントップ 牡4鹿 56 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B536＋ 41：13．51� 7．3�
814 メイショウスイヅキ 牝4鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 454－ 21：14．13� 41．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，497，100円 複勝： 91，548，300円 枠連： 28，299，500円
馬連： 164，759，700円 馬単： 76，652，400円 ワイド： 83，591，500円
3連複： 222，749，800円 3連単： 333，084，200円 計： 1，063，182，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 270円 �� 620円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，530円

票 数

単勝票数 計 624971 的中 � 91232（2番人気）
複勝票数 計 915483 的中 � 145546（2番人気）� 275168（1番人気）� 111456（3番人気）
枠連票数 計 282995 的中 （7－8） 44647（1番人気）
馬連票数 計1647597 的中 �� 244856（1番人気）
馬単票数 計 766524 的中 �� 40464（5番人気）
ワイド票数 計 835915 的中 �� 84511（1番人気）�� 30466（6番人気）�� 77211（2番人気）
3連複票数 計2227498 的中 ��� 124322（3番人気）
3連単票数 計3330842 的中 ��� 32050（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．9―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．3―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 ・（2，4）－5（1，9，11）12（8，10）（7，14）3，13－6 4 ・（2，4）－（1，5）－9，11（8，7）12（13，10）3，14，6

勝馬の
紹 介

ニットウスバル �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．1．25 中山1着

2012．5．17生 牡5鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 16戦5勝 賞金 80，933，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



01083 1月22日 晴 稍重 （29京都1）第7日 第11競走 ��1，400�
いわしみず

石清水ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，28．1．23以降29．1．17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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

814 ムーンエクスプレス 牝5鹿 53 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 436＋ 81：23．3 21．8�
46 マ カ ハ 牡8鹿 55 池添 謙一広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B472－ 2 〃 ハナ 16．1�
712 キングハート 牡4鹿 55 S．フォーリー 増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 482－ 2 〃 アタマ 9．7�

（愛）

33 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 53 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋ 81：23．62 1．9�
11 エスティタート 牝4鹿 53 �島 良太 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 41：23．81� 5．8	
813 ナガラフラワー 牝5鹿 53 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 468＋ 61：24．01� 9．7

34 ウインムート 牡4青鹿55 菱田 裕二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 21：24．21� 8．1�
22 クリノコマチ 牝6栗 51 川島 信二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：24．3� 40．3�
610 ライブリシュネル 牡7鹿 53 坂井 瑠星加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 81：24．51� 106．6
58 ドラゴンストリート 牡6鹿 55 四位 洋文窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 484± 01：24．7� 27．6�
45 	 クリノハッチャン 牝6鹿 52 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 464－ 41：24．8� 128．2�
57 クリノタカラチャン 牝7黒鹿50 高倉 稜栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 426－ 21：25．01� 85．2�
711	 ホッコーアムール 牝7青 52 北村 友一北幸商事� 飯田 祐史 日高 川端 正博 478＋ 6 〃 クビ 38．7�
69 カシノワルツ 牝7黒鹿51 義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450－ 41：25．42� 150．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，319，500円 複勝： 82，814，300円 枠連： 54，399，200円
馬連： 223，939，500円 馬単： 117，956，300円 ワイド： 95，904，600円
3連複： 318，808，200円 3連単： 601，667，400円 計： 1，557，809，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 750円 � 440円 � 390円 枠 連（4－8） 5，290円

馬 連 �� 18，800円 馬 単 �� 46，580円

ワ イ ド �� 3，630円 �� 2，670円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 41，140円 3 連 単 ��� 344，010円

票 数

単勝票数 計 623195 的中 � 22825（7番人気）
複勝票数 計 828143 的中 � 27381（7番人気）� 50361（6番人気）� 59207（5番人気）
枠連票数 計 543992 的中 （4－8） 7958（14番人気）
馬連票数 計2239395 的中 �� 9231（40番人気）
馬単票数 計1179563 的中 �� 1899（81番人気）
ワイド票数 計 959046 的中 �� 6752（38番人気）�� 9250（25番人気）�� 14338（17番人気）
3連複票数 計3188082 的中 ��� 5811（98番人気）
3連単票数 計6016674 的中 ��� 1268（625番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．0―48．0―1：00．1―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンエクスプレス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．7．19 中京2着

2012．3．22生 牝5鹿 母 アモーレペガサス 母母 ロビースレインボウ 21戦5勝 賞金 102，428，000円
〔制裁〕 ムーンエクスプレス号の騎手松山弘平は，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。
※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。

01084 1月22日 晴 稍重 （29京都1）第7日 第12競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

33 � エイシンラナウェー 牡6栗 57 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 484－ 41：11．2 5．3�

813 サンライズトーク �7芦 57 �島 良太松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 502－ 21：11．62	 39．0�
610 ヨウライフク �5栗 57 S．フォーリー 小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B508－ 21：11．7	 7．5�

（愛）

712 クリノシャンボール 牡4黒鹿 56
55 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 498＋ 6 〃 ハナ 60．4�

45 
 ノボリクリーン 牡5青鹿 57
54 ▲坂井 瑠星原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 482＋ 61：11．8クビ 3．0�

11 メイショウカフウ 牡6鹿 57
56 ☆義 英真松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 488± 01：11．9� 89．9	

34 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 494＋ 21：12．11� 18．0

711 ディープミタカ 牡6栗 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470－ 6 〃 ハナ 5．2�
814� アンクルダイチ 牡5鹿 57 M．デムーロ塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

510± 0 〃 クビ 6．4�
46 テイクウォーニング 牝5栗 55

53 △城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478－ 81：12．2クビ 19．6

57 ラフィネシチー 牝6青鹿55 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 474＋121：12．41	 27．6�
69 カンタベリーマイン 牡4鹿 56 杉原 誠人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 462－ 41：12．5クビ 127．5�
58 ナムラボルト 牡4栗 56

55 ☆小崎 綾也奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 482－ 21：12．92	 68．2�
22 クリノダイスーシー 牡5鹿 57 松若 風馬栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 514＋101：13．0� 22．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，308，300円 複勝： 68，895，900円 枠連： 31，565，600円
馬連： 140，228，300円 馬単： 60，556，800円 ワイド： 72，509，500円
3連複： 190，891，000円 3連単： 287，664，800円 計： 908，620，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 830円 � 270円 枠 連（3－8） 1，290円

馬 連 �� 10，370円 馬 単 �� 15，020円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 1，010円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 23，020円 3 連 単 ��� 165，780円

票 数

単勝票数 計 563083 的中 � 84129（3番人気）
複勝票数 計 688959 的中 � 97188（3番人気）� 17833（10番人気）� 68299（5番人気）
枠連票数 計 315656 的中 （3－8） 18854（7番人気）
馬連票数 計1402283 的中 �� 10471（33番人気）
馬単票数 計 605568 的中 �� 3022（51番人気）
ワイド票数 計 725095 的中 �� 5380（37番人気）�� 19210（12番人気）�� 5744（36番人気）
3連複票数 計1908910 的中 ��� 6219（73番人気）
3連単票数 計2876648 的中 ��� 1258（487番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．9―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 ・（6，3）13，12（2，5，8）（10，14）（1，4）7，11－9 4 ・（6，3）13（5，12）2（1，4，10，8）14（11，7）－9

勝馬の
紹 介

�エイシンラナウェー �
�
父 Old Fashioned �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．5．10 京都6着

2011．1．24生 牡6栗 母 Catspaw 母母 Footing 16戦4勝 賞金 57，496，000円
※カンタベリーマイン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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



（29京都1）第7日 1月22日（日曜日） 曇時々雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

209，610，000円
5，060，000円
15，100，000円
1，300，000円
23，130，000円
66，205，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
453，343，600円
684，443，700円
236，530，600円
1，068，623，300円
559，141，200円
585，037，800円
1，473，358，100円
2，396，108，200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 7，456，586，500円

総入場人員 16，813名 （有料入場人員 14，613名）



平成29年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 84回 出走延頭数 1，212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

1，666，050，000円
27，830，000円
108，560，000円
10，870，000円
186，870，000円
2，000，000円
487，753，000円
32，983，400円
11，635，200円

勝馬投票券売得金
4，047，169，800円
6，127，302，800円
2，326，892，800円
10，325，929，900円
4，939，536，600円
5，381，441，400円
14，604，669，800円
23，391，204，200円
1，123，951，200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
5 重 勝
計 72，268，098，500円

総入場延人員 123，666名 （有料入場延人員 114，425名）
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