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04013 1月29日 曇 良 （29京都2）第2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

11 クールデザイン 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 444－ 21：54．9 1．6�
58 レッドラトナ 牝3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：55．11� 4．9�
46 ミスレジェンド 牝3黒鹿54 浜中 俊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：55．42 6．5�
610 ウイングルイーズ 牝3栗 54 幸 英明池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 456－ 41：55．5� 6．6�
45 パープルミネルバ 牝3鹿 54 水口 優也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484＋141：55．81� 69．3	
712 ジュティアン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 426－ 21：56．33 98．6


33 レ ソ ル テ 牝3栗 54 国分 優作�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 468－ 2 〃 アタマ 224．1�
22 ローズクイーン 牝3鹿 54 古川 吉洋ライオンレースホース� 木原 一良 浦河 モトスファーム 462＋ 21：56．4クビ 201．8�
34 サンデーミネルバ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 448－ 41：56．72 30．8
814 キュイラッサ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 448－ 21：57．33� 43．8�
711 メイショウコモレビ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 450－ 21：57．72� 63．8�
69 チタノプリンセス 牝3黒鹿54 川島 信二中村 光利氏 沖 芳夫 新冠 山岡牧場 462－ 21：57．8クビ 77．7�
57 パルトネール 牝3栗 54 和田 竜二手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 506－ 61：58．12 47．2�
813 モーニングニュース 牝3鹿 54 高倉 稜井高 義光氏 松下 武士 新ひだか 井高牧場 512＋ 22：05．4大差 246．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，622，100円 複勝： 54，570，900円 枠連： 17，598，500円
馬連： 49，468，200円 馬単： 31，363，900円 ワイド： 31，253，100円
3連複： 70，955，500円 3連単： 116，972，300円 計： 399，804，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－5） 250円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 380円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 276221 的中 � 132853（1番人気）
複勝票数 計 545709 的中 � 324117（1番人気）� 69437（2番人気）� 52534（3番人気）
枠連票数 計 175985 的中 （1－5） 53169（1番人気）
馬連票数 計 494682 的中 �� 115629（1番人気）
馬単票数 計 313639 的中 �� 51677（1番人気）
ワイド票数 計 312531 的中 �� 57328（1番人気）�� 32006（3番人気）�� 17051（6番人気）
3連複票数 計 709555 的中 ��� 81494（2番人気）
3連単票数 計1169723 的中 ��� 50616（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．2―13．4―13．2―12．9―12．5―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．6―51．0―1：04．2―1：17．1―1：29．6―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クールデザイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．10．10 京都14着

2014．3．1生 牝3鹿 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーニングニュース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月28日まで平

地競走に出走できない。

04014 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

56 スズカコーズライン 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 484＋ 41：12．5 1．4�
811 タガノラガッツォ 牡3鹿 56

55 ☆�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 428－ 81：13．77 22．3�

33 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 61：14．01� 16．8�
812	 モズメイダン 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 KatieRich

Farms 468－ 2 〃 ハナ 13．6�
22 アイティプリンセス 牝3黒鹿54 古川 吉洋一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B474－ 21：14．1
 102．8�
67 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 S．フォーリー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B480－ 61：14．31
 9．9	

（愛）

79 メモリートニック 牡3黒鹿56 四位 洋文�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B448－ 8 〃 アタマ 65．9

55 キセキノホシ 牡3鹿 56 M．デムーロサイプレスホールディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 5．0�
44 ラッレグラーレ 牡3鹿 56 武 豊エデンアソシエーション 目野 哲也 新ひだか 藤本牧場 496± 01：14．72
 18．3�
710 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 454＋ 41：15．44 136．4
68 メイショウラクエン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 21：15．72 127．2�
11 スイーティパイ 牝3栗 54 荻野 琢真�ミルファーム 大江原 哲 日高 天羽牧場 460－ 81：17．5大差 402．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，480，700円 複勝： 120，700，200円 枠連： 12，833，200円
馬連： 47，845，600円 馬単： 30，867，700円 ワイド： 32，728，400円
3連複： 72，932，600円 3連単： 133，042，300円 計： 479，430，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 330円 � 300円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 480円 �� 410円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 13，970円

票 数

単勝票数 計 284807 的中 � 154709（1番人気）
複勝票数 計1207002 的中 � 948608（1番人気）� 22495（7番人気）� 24927（6番人気）
枠連票数 計 128332 的中 （5－8） 23711（2番人気）
馬連票数 計 478456 的中 �� 29501（5番人気）
馬単票数 計 308677 的中 �� 14465（6番人気）
ワイド票数 計 327284 的中 �� 18224（6番人気）�� 21537（3番人気）�� 2749（24番人気）
3連複票数 計 729326 的中 ��� 11956（15番人気）
3連単票数 計1330423 的中 ��� 6900（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．1―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．7―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．5．20生 牡3鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 4戦1勝 賞金 8，450，000円
〔発走状況〕 カズマデプレシャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイーティパイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月29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。

第２回 京都競馬 第２日



04015 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第3競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

34 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 56 武 豊幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社
吉田ファーム 504± 01：53．7 2．2�

23 ウイングオーシャン 牡3鹿 56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 浦河 村中牧場 516－10 〃 クビ 7．9�
59 リテラルフォース 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 稔氏 佐藤 正雄 登別 ユートピア牧場 494＋ 61：55．08 25．7�
815 ミヤジユウダイ 牡3鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 534－ 2 〃 アタマ 2．6�
35 ビーソニック 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 有限会社
松田牧場 452＋ 21：55．1� 221．4�

611 マ リ ナ ー �3栗 56 国分 優作前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 21：55．31� 76．0�
11 メイショウスイグン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474－ 41：55．4� 13．8	
47 デルマハワイコウロ 牡3鹿 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 482± 01：55．93 58．9

713 シャーロック 牡3鹿 56 酒井 学薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 462＋ 41：56．11 288．7�
610 オ ー サ ム 牡3青鹿56 松田 大作 �グリーンファーム中尾 秀正 千歳 社台ファーム 496－ 61：56．2� 88．0
22 クレイトンシチー 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 470－ 8 〃 クビ 10．8�
58 ナムラヘラクレス 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 484－ 21：57．26 47．4�
814 サーカムスタンス 牡3栗 56 S．フォーリー 吉田 勝己氏 池添 学 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 82：00．1大差 105．6�
（愛）

712 エオヒップス 牡3青鹿56 四位 洋文前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500± 0 〃 ハナ 41．4�

46 ショウナンサーベル 牡3鹿 56 幸 英明国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 北田 剛 448＋ 42：00．31� 263．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，098，800円 複勝： 45，390，500円 枠連： 16，353，300円
馬連： 53，419，400円 馬単： 31，582，700円 ワイド： 34，376，000円
3連複： 83，706，000円 3連単： 130，540，900円 計： 421，467，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 210円 � 470円 枠 連（2－3） 410円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，050円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 23，630円

票 数

単勝票数 計 260988 的中 � 90842（1番人気）
複勝票数 計 453905 的中 � 168394（1番人気）� 44351（3番人気）� 15414（6番人気）
枠連票数 計 163533 的中 （2－3） 30599（2番人気）
馬連票数 計 534194 的中 �� 44294（3番人気）
馬単票数 計 315827 的中 �� 15696（4番人気）
ワイド票数 計 343760 的中 �� 29611（2番人気）�� 8019（9番人気）�� 3424（19番人気）
3連複票数 計 837060 的中 ��� 9503（17番人気）
3連単票数 計1305409 的中 ��� 4005（58番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．6―12．7―12．9―12．8―12．4―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．5―49．2―1：02．1―1：14．9―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ナ パ ル ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．17 函館2着

2014．3．30生 牡3鹿 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 7戦1勝 賞金 11，850，000円
〔発走状況〕 ナムラヘラクレス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 クレイトンシチー号は，1コーナーから2コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サーカムスタンス号・エオヒップス号・ショウナンサーベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年2月28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。

04016 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 � テ ン モ ー ス 牝3鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 飯田 祐史 米 Mark Gittins 446 ―1：12．5 1．7�
710 ウ ラ ガ ー ノ 牝3青鹿54 M．デムーロ藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 508 ―1：12．82 5．4�
812 スターズバース 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496 ―1：13．54 14．4�
711 スマートモニカ 牝3鹿 54 四位 洋文大川 徹氏 木原 一良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 424 ―1：14．56 21．3�
813 スマートアストリア 牝3鹿 54 浜中 俊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 456 ―1：14．92� 4．1�
44 ハービーラヴド 牝3黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 亮 新冠 村上 欽哉 436 ―1：15．11	 90．2	
68 グランフィーユ 牝3青 54 池添 謙一 
社台レースホース池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―1：15．2
 20．9�
69 オンワードミシガン 牡3芦 56

53 ▲森 裕太朗樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 436 ―1：15．41	 129．6�
33 ネオヴレクール 牝3鹿 54 酒井 学小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 440 ―1：15．61	 49．6
57 サンシャーロット 牝3栗 54 古川 吉洋 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 454 ― 〃 クビ 58．7�
56 エイシンブライアー 牝3鹿 54 S．フォーリー �栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 426 ―1：15．91
 101．1�

（愛）

22 リッカハピネス 牝3鹿 54 田中 健立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 原口牧場 436 ―1：16．0� 57．5�
（12頭）

45 モズシャティン 牝3鹿 54 和田 竜二 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，974，900円 複勝： 60，921，800円 枠連： 13，440，900円
馬連： 42，006，100円 馬単： 32，109，600円 ワイド： 26，895，100円
3連複： 57，913，100円 3連単： 109，816，400円 計： 370，077，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（1－7） 350円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 230円 �� 500円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 差引計 269749（返還計 352） 的中 � 124609（1番人気）
複勝票数 差引計 609218（返還計 387） 的中 � 412746（1番人気）� 48137（3番人気）� 19963（4番人気）
枠連票数 差引計 134409（返還計 3 ） 的中 （1－7） 29279（2番人気）
馬連票数 差引計 420061（返還計 1604） 的中 �� 69107（2番人気）
馬単票数 差引計 321096（返還計 970） 的中 �� 41069（2番人気）
ワイド票数 差引計 268951（返還計 931） 的中 �� 35582（2番人気）�� 12738（4番人気）�� 8739（8番人気）
3連複票数 差引計 579131（返還計 5118） 的中 ��� 27308（5番人気）
3連単票数 差引計1098164（返還計 8413） 的中 ��� 23622（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．1―48．4―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テ ン モ ー ス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Lemon Drop Kid 初出走

2014．2．22生 牝3鹿 母 Lemon Kiss 母母 Black Tie Kiss 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 モズシャティン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※オンワードミシガン号は，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。



04017 1月29日 曇 良 （29京都2）第2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

815 テリトーリアル 牡3栗 56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 41：34．8 5．2�

59 メイショウテンシャ 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464± 0 〃 クビ 4．3�
22 ゼニステレスコープ 牡3鹿 56 S．フォーリー �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432－ 21：35．22� 7．6�

（愛）

35 マイティドリーム 牡3青鹿56 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 486＋ 41：35．3クビ 3．7�
34 マイネルブロッケン 牡3青鹿56 和田 竜二 �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 426＋ 2 〃 クビ 5．8	
46 エヴリトリック 牝3鹿 54 荻野 琢真�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 464－ 41：35．72� 34．2

611 メモリーディディ 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 452＋ 41：35．8クビ 37．6�
11 ニシノキャプテン 牡3鹿 56 松田 大作西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 478－ 2 〃 クビ 18．4�
814 フランツジョセフ 牝3栗 54 幸 英明手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 440－ 4 〃 ハナ 8．7
58 ブルベアエイプス 牡3鹿 56 高倉 稜 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋101：36．33 192．8�
47 クニサキカッシーニ 牝3栗 54 国分 優作國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 398＋ 61：36．4� 229．2�
610 タルトリンツァー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 382＋161：36．61� 151．9�

713 ラブフルーツ 牝3鹿 54 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 スマイルファーム 442± 0 〃 クビ 102．4�
712 グランエルブ 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 414± 01：36．7クビ 248．2�
23 ショウナンカラーズ 牡3鹿 56 柴田 未崎国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 430－10 〃 クビ 254．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，845，100円 複勝： 40，630，200円 枠連： 15，699，300円
馬連： 57，645，400円 馬単： 28，667，100円 ワイド： 35，775，400円
3連複： 84，421，000円 3連単： 109，542，700円 計： 398，226，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 170円 � 220円 枠 連（5－8） 790円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 530円 �� 780円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 258451 的中 � 39269（3番人気）
複勝票数 計 406302 的中 � 52740（4番人気）� 70018（2番人気）� 45235（5番人気）
枠連票数 計 156993 的中 （5－8） 15331（3番人気）
馬連票数 計 576454 的中 �� 33279（6番人気）
馬単票数 計 286671 的中 �� 8561（10番人気）
ワイド票数 計 357754 的中 �� 17715（6番人気）�� 11521（14番人気）�� 14728（8番人気）
3連複票数 計 844210 的中 ��� 20016（12番人気）
3連単票数 計1095427 的中 ��� 5111（54番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―12．3―12．1―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．8―47．1―59．2―1：11．1―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テリトーリアル �
�
父 Teofilo �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．2．26生 牡3栗 母 コンサヴァトワー 母母 Mezzo Soprano 4戦1勝 賞金 9，300，000円
※出走取消馬 ショウナンサニー号（疾病〔両後肢フレグモーネ〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スズカアカデミー号
※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。

04018 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

33 ミラアイトーン 牡3青鹿56 武 幸四郎島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：22．3 3．4�
79 ファンタジステラ 牡3鹿 56 浜中 俊 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 432－ 61：22．51� 7．0�
66 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿56 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 472± 01：22．82 2．9�
78 アサケハーツ 牡3栗 56 M．デムーロ大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 448＋ 21：22．9� 6．2�
810 マルモレイナ 牝3鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 450＋ 61：23．0クビ 10．6	
22 ブラックランナー 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 464＋ 41：23．1� 10．7

67 ダブルスプリット 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B468± 01：23．2	 11．0�
44 シゲルボブキャット 牡3栗 56 高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 450－ 21：23．41	 47．2�
11 
 ロゼッタハート 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗ヤナガワ牧場 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 414＋ 21：23．61� 229．9�
55 リトルプリンス 牡3黒鹿56 池添 謙一本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 510－ 61：24．66 60．0�
811 アップルパンチ 牝3黒鹿54 国分 優作田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 オリエント牧場 402－ 61：24．7	 249．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，071，800円 複勝： 44，658，500円 枠連： 15，153，500円
馬連： 71，253，800円 馬単： 35，075，200円 ワイド： 40，714，300円
3連複： 85，864，900円 3連単： 138，385，400円 計： 466，177，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 120円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 470円 �� 220円 �� 290円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 350718 的中 � 81162（2番人気）
複勝票数 計 446585 的中 � 79128（2番人気）� 52613（4番人気）� 109947（1番人気）
枠連票数 計 151535 的中 （3－7） 18143（3番人気）
馬連票数 計 712538 的中 �� 41550（5番人気）
馬単票数 計 350752 的中 �� 12449（7番人気）
ワイド票数 計 407143 的中 �� 19656（6番人気）�� 51334（1番人気）�� 35572（2番人気）
3連複票数 計 858649 的中 ��� 66302（1番人気）
3連単票数 計1383854 的中 ��� 16512（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―36．0―48．0―59．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラアイトーン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Tiznow デビュー 2016．8．7 小倉1着

2014．3．22生 牡3青鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 3戦2勝 賞金 15，700，000円
※ダブルスプリット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04019 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

710 オウケンワールド 牡5芦 57 M．デムーロ福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 506＋ 41：53．3 1．2�
55 インテグリティー 牡4鹿 56 武 豊前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 478± 01：53．51� 6．1�
811 ゼンノブレーメン 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 492－12 〃 クビ 31．0�
33 カシノランド 牡5黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 466＋ 21：53．71� 39．4�
67 ワールドリースター 牡5鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：53．91� 29．7�
812 スマイルフォース 牡5鹿 57 S．フォーリー 上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 470＋12 〃 ハナ 24．0	

（愛）

44 トウケイフクキタル 牡4栗 56 幸 英明木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 486＋301：54．11� 22．1

68 � ワンダージンテーゼ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 456－ 21：54．31� 78．4�
11 ニホンピロサンダー 牡5黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 502＋ 41：54．61� 21．7�
79 ゴットロマーネ 牡4栗 56 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 480－ 61：54．81� 24．8
56 レッドジェイド 牡4青鹿 56

55 ☆	島 克駿 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 510－ 2 〃 クビ 99．3�
22 マヤノパーチェム 牡5栗 57 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 492± 01：54．9クビ 64．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，983，700円 複勝： 109，436，200円 枠連： 16，140，400円
馬連： 61，119，300円 馬単： 45，571，600円 ワイド： 38，541，100円
3連複： 79，214，800円 3連単： 186，445，700円 計： 567，452，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 120円 � 330円 枠 連（5－7） 180円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 140円 �� 660円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 309837 的中 � 194356（1番人気）
複勝票数 計1094362 的中 � 875406（1番人気）� 74626（2番人気）� 13697（8番人気）
枠連票数 計 161404 的中 （5－7） 66223（1番人気）
馬連票数 計 611193 的中 �� 234503（1番人気）
馬単票数 計 455716 的中 �� 130661（1番人気）
ワイド票数 計 385411 的中 �� 103691（1番人気）�� 11583（8番人気）�� 7281（15番人気）
3連複票数 計 792148 的中 ��� 35042（7番人気）
3連単票数 計1864457 的中 ��� 44103（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―13．0―12．8―12．8―12．7―12．7―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．0―49．8―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンワールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．4．5 阪神9着

2012．6．10生 牡5芦 母 オウケンガール 母母 シスターソノ 16戦3勝 賞金 38，700，000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。

04020 1月29日 曇 良 （29京都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

710 マイグランクロア 牝4鹿 54
51 ▲森 裕太朗吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 482－ 81：25．8 10．0�

68 ウォーターピオニー 牝4鹿 54
53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 クビ 16．6�

55 ガ ロ フ ァ ノ 牝5栗 55 武 豊前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474－ 21：26．01� 14．8�

11 ベ ル ク リ ア 牝4芦 54 M．デムーロ水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 464＋ 6 〃 アタマ 1．3�
44 ピアレスピンク 牝5黒鹿55 古川 吉洋 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 508＋ 21：26．31� 8．1�
67 � オンザフロウ 牝4鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 41：26．62 54．9	
79 ヤマカツサファイヤ 牝4青鹿54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 508± 01：27．02� 13．9

22 ジュエルメッセージ 牝4鹿 54 S．フォーリー �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム B458－ 41：27．1� 41．3�

（愛）

811 ブンブンブラウ 牝4鹿 54
53 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 442－ 41：27．2クビ 30．6�

56 � フェイフェイ 牝5青 55 畑端 省吾三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 482＋ 8 〃 クビ 239．2
812� カラフルマーメイド 牝5鹿 55 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480＋ 21：27．3� 49．0�
33 ウエスタンビジュー 牝4鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 474＋ 81：28．79 153．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，476，300円 複勝： 115，736，200円 枠連： 16，486，900円
馬連： 62，196，100円 馬単： 47，485，900円 ワイド： 42，205，100円
3連複： 92，993，000円 3連単： 189，555，000円 計： 601，134，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 750円 � 1，340円 � 890円 枠 連（6－7） 2，810円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，160円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 25，100円 3 連 単 ��� 138，110円

票 数

単勝票数 計 344763 的中 � 27566（3番人気）
複勝票数 計1157362 的中 � 41826（3番人気）� 22286（6番人気）� 34524（5番人気）
枠連票数 計 164869 的中 （6－7） 4547（8番人気）
馬連票数 計 621961 的中 �� 8010（15番人気）
馬単票数 計 474859 的中 �� 2798（27番人気）
ワイド票数 計 422051 的中 �� 7983（16番人気）�� 9525（14番人気）�� 5352（20番人気）
3連複票数 計 929930 的中 ��� 2778（50番人気）
3連単票数 計1895550 的中 ��� 995（268番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．9―48．6―1：01．3―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイグランクロア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Shamardal デビュー 2015．12．12 阪神9着

2013．5．19生 牝4鹿 母 プレザンサプライズ 母母 Bella Vitessa 10戦1勝 賞金 11，100，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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。



04021 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

お お つ

大 津 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

67 マインシャッツ 牡4栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 478－ 41：52．9 2．5�
55 カフジキング 牡4鹿 56 M．デムーロ加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 4．8�
56 オースミラナキラ 牡5鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 532－ 21：53．0	 3．1�
68 ウエスタンパレード 牡6栗 57 古川 吉洋 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 516± 01：53．32 11．3�
79 ゴーイングベル 牡7芦 57 酒井 学田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 524＋ 21：53．72	 117．8�
33 イーストオブザサン 牡4黒鹿56 武 豊三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 484± 01：53．8
 12．9	
812 オーシャンブルグ 牝6鹿 55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 464＋ 21：53．9クビ 69．2

710 ス ピ ナ ッ チ 牝6黒鹿55 幸 英明橋元 勇氣氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 488＋ 61：54．0
 17．4�
11 � ダイシンロイ 牡6黒鹿57 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：54．1
 308．1�
811 オイルタウン 牡5栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 484＋10 〃 クビ 42．8
44 ニホンピロシナバー 牡5青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 516＋141：54．95 22．3�
22 ハイランドジャガー 牡8芦 57 岩崎 翼小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 524＋ 21：55．0
 68．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，980，300円 複勝： 57，010，600円 枠連： 21，880，200円
馬連： 105，549，700円 馬単： 49，027，600円 ワイド： 51，457，400円
3連複： 139，787，700円 3連単： 235，909，200円 計： 698，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（5－6） 190円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 250円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，690円

票 数

単勝票数 計 379803 的中 � 119256（1番人気）
複勝票数 計 570106 的中 � 170273（1番人気）� 86070（3番人気）� 127303（2番人気）
枠連票数 計 218802 的中 （5－6） 85037（1番人気）
馬連票数 計1055497 的中 �� 168605（2番人気）
馬単票数 計 490276 的中 �� 43200（2番人気）
ワイド票数 計 514574 的中 �� 63699（2番人気）�� 81036（1番人気）�� 46417（3番人気）
3連複票数 計1397877 的中 ��� 267483（1番人気）
3連単票数 計2359092 的中 ��� 100680（2番人気）

ハロンタイム 12．4―12．2―13．5―13．0―12．8―12．5―12．3―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．6―38．1―51．1―1：03．9―1：16．4―1：28．7―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
8，9－10（4，7）5－（3，11，12）（1，2，6）・（8，9）（4，10）（5，7）（3，6）（1，11）12，2

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

勝馬の
紹 介

マインシャッツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Mineshaft デビュー 2016．1．24 京都2着

2013．3．15生 牡4栗 母 ザッハーマイン 母母 Pulsatilla 9戦3勝 賞金 41，980，000円

04022 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第10競走 ��
��2，400�

しょうらい

松籟ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，28．1．30以降29．1．22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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

22 ジュンヴァルカン 牡4鹿 55 M．デムーロ河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：25．9 1．7�
44 ア ル タ ー �5栗 56 S．フォーリー 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520＋122：26．22 4．4�

（愛）

33 ストンライティング 牡4鹿 54 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 440± 02：26．41	 5．5�
11 シ ホ ウ 牡6鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 516＋ 4 〃 クビ 16．4�
88 メイショウコルノ 牡6黒鹿54 松田 大作松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 550± 02：27．14 32．4�
77 ディスキーダンス 牡6栗 55 池添 謙一 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B470－ 4 〃 クビ 14．3	
66 エイシンハドソン 牡6鹿 55 幸 英明
栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 548＋ 62：27．52
 12．2�
55 クラウディオス �7栗 53 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：27．71	 49．9�
89 � カ ル シ ャ ン 牝5鹿 50 小林 徹弥門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 42：28．76 193．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，620，300円 複勝： 80，148，600円 枠連： 20，541，800円
馬連： 108，580，100円 馬単： 69，675，400円 ワイド： 52，936，800円
3連複： 139，511，100円 3連単： 346，013，700円 計： 868，027，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 190円 �� 280円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 506203 的中 � 232722（1番人気）
複勝票数 計 801486 的中 � 455723（1番人気）� 100976（2番人気）� 86089（3番人気）
枠連票数 計 205418 的中 （2－4） 55879（1番人気）
馬連票数 計1085801 的中 �� 275174（1番人気）
馬単票数 計 696754 的中 �� 121634（1番人気）
ワイド票数 計 529368 的中 �� 97796（1番人気）�� 69712（2番人気）�� 40847（3番人気）
3連複票数 計1395111 的中 ��� 284125（1番人気）
3連単票数 計3460137 的中 ��� 259015（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．3―12．7―12．4―12．5―12．8―12．6―11．9―11．2―11．2―11．9

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―36．7―49．4―1：01．8―1：14．3―1：27．1―1：39．7―1：51．6―2：02．8―2：14．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンヴァルカン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．7．19 中京4着

2013．2．15生 牡4鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 9戦4勝 賞金 60，606，000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



04023 1月29日 曇 良 （29京都2）第2日 第11競走 ��
��1，200�第22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，28．1．30以降29．1．22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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

57 ダンスディレクター 牡7鹿 57．5 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 442－ 41：07．8 6．7�
711 セイウンコウセイ 牡4栗 55 松田 大作西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 500＋ 6 〃 クビ 7．0�
69 セカンドテーブル 牡5栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 486＋ 21：08．01� 18．6�
44 � ヒルノデイバロー 牡6黒鹿54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B524＋ 21：08．1クビ 23．6�
11 ラインスピリット 牡6黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446± 0 〃 ハナ 11．4�
45 ソルヴェイグ 牝4栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋181：08．31� 3．8	
33 アースソニック 牡8鹿 56 古川 吉洋前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 500＋10 〃 アタマ 89．3

68 ダイシンサンダー 牡6鹿 55 幸 英明大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 506－ 2 〃 ハナ 72．1�
56 ブラヴィッシモ 牡5鹿 55 S．フォーリー 金子真人ホールディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B514＋121：08．5
 49．7�

（愛）

22 テイエムタイホー 牡8栗 56 池添 謙一竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 492－ 2 〃 ハナ 118．4
710 ネ ロ 牡6栗 57．5 浜中 俊西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 482＋ 41：08．6� 3．0�
813 カ オ ス モ ス 牡7鹿 54 武 幸四郎小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 510＋121：09．55 246．2�
812 ブランボヌール 牝4芦 54 和田 竜二前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 01：09．71� 7．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 163，432，500円 複勝： 201，738，600円 枠連： 98，020，000円
馬連： 600，057，800円 馬単： 251，261，600円 ワイド： 262，762，500円
3連複： 973，183，600円 3連単： 1，633，642，000円 計： 4，184，098，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 250円 � 400円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，440円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 40，820円

票 数

単勝票数 計1634325 的中 � 193069（3番人気）
複勝票数 計2017386 的中 � 251577（3番人気）� 222180（4番人気）� 117218（7番人気）
枠連票数 計 980200 的中 （5－7） 126018（2番人気）
馬連票数 計6000578 的中 �� 204192（10番人気）
馬単票数 計2512616 的中 �� 39974（19番人気）
ワイド票数 計2627625 的中 �� 77884（11番人気）�� 46236（19番人気）�� 53109（18番人気）
3連複票数 計9731836 的中 ��� 92749（30番人気）
3連単票数 計16336420 的中 ��� 29010（148番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．1―11．3―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―33．9―45．2―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．9
3 ・（5，10）（9，11）（3，6，12，13）1（7，8）2，4 4 ・（5，10）（9，11）（3，6）（12，13）（1，7）8（2，4）

勝馬の
紹 介

ダンスディレクター �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神1着

2010．3．20生 牡7鹿 母 マザーリーフ 母母 スカラシップ 21戦7勝 賞金 224，360，000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。

04024 1月29日 曇 良 （29京都2）第2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

24 キャプテンシップ 牡5鹿 57 武 豊玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 520－ 81：11．2 4．6�
714 マイネルラック 牡4鹿 56 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 484＋ 41：11．73 12．3�

（愛）

11 ブライスガウ 牝4栗 54 M．デムーロ一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 478＋ 21：11．8� 3．2�
35 � スパイラルステップ 牝5鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 61：11．9� 3．4�
815 スノードリーム 牝4芦 54 水口 優也三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 454－ 21：12．0� 273．3�
510 パッシングブリーズ 牡6鹿 57

56 ☆	島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 502＋ 61：12．1クビ 60．1	
816� アドマイヤシャドウ 牡8鹿 57 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 484± 0 〃 クビ 26．3

23 テイエムシャンパン 牡5芦 57 池添 謙一竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 504＋ 2 〃 アタマ 16．9�
12 � バーサーカー 牡5栗 57 古川 吉洋香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B512＋ 2 〃 アタマ 41．8�
59 � テキスタイルアート 
5青鹿57 四位 洋文岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 480± 01：12．2� 12．7
48 アイファーサラオー 牡5鹿 57 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 520＋ 41：12．3クビ 68．3�
36 � シゲルノマオイ 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 492± 0 〃 ハナ 35．8�
713� サントノーレ 牝5栗 55 酒井 学吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 498＋ 61：12．83 293．7�
611 ナリタロック 牡7栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 502－ 8 〃 ハナ 36．2�
47 リッシンロケット 牡7芦 57

56 ☆岩崎 翼小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 480＋ 21：12．9クビ 93．7�
612 グランデサムライ 牡5青鹿57 幸 英明 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 474＋ 8 〃 アタマ 18．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，980，100円 複勝： 72，934，400円 枠連： 38，861，900円
馬連： 175，090，200円 馬単： 72，752，100円 ワイド： 89，206，000円
3連複： 249，817，000円 3連単： 384，301，400円 計： 1，143，943，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 250円 � 150円 枠 連（2－7） 2，160円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 810円 �� 290円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 21，930円

票 数

単勝票数 計 609801 的中 � 104984（3番人気）
複勝票数 計 729344 的中 � 112245（3番人気）� 60753（4番人気）� 149081（1番人気）
枠連票数 計 388619 的中 （2－7） 13895（10番人気）
馬連票数 計1750902 的中 �� 44413（10番人気）
馬単票数 計 727521 的中 �� 10191（15番人気）
ワイド票数 計 892060 的中 �� 26130（6番人気）�� 90428（1番人気）�� 30519（4番人気）
3連複票数 計2498170 的中 ��� 74518（4番人気）
3連単票数 計3843014 的中 ��� 12701（49番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．0―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―46．9―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 ・（4，13）（3，15）（12，9）1，14，5，7（8，11）2，16，10－6 4 ・（4，13）（3，15）9（1，12）14，5（2，7，11）（8，16）10，6

勝馬の
紹 介

キャプテンシップ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．9．6 新潟1着

2012．4．5生 牡5鹿 母 ゴッドエンジェル 母母 フジノキャラット 13戦4勝 賞金 53，735，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ヒカルランナー号・ビービーサレンダー号・リバーサイドパーク号
※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。

４レース目



（29京都2）第2日 1月29日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

249，590，000円
5，060，000円
15，260，000円
1，340，000円
29，450，000円
61，305，000円
4，199，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
548，566，600円
1，003，876，700円
303，009，900円
1，434，231，700円
725，440，400円
738，851，200円
2，130，300，300円
3，714，167，000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 10，598，443，800円

総入場人員 18，766名 （有料入場人員 17，270名）
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