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01049 1月14日 曇 稍重 （30京都1）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：09．1
1：08．7

重
重

35 シ ャ テ ー ヌ 牝3栗 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋ 61：13．4 4．4�

815 メイショウカギロイ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 488－ 4 〃 クビ 1．6�
612 トラストノブナガ �3鹿 56 和田 竜二菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 444＋ 41：14．03� 20．9�
714 ハルキストン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 442＋ 81：14．31� 31．2�
36 コマノジャスパ 牡3黒鹿56 幸 英明長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 432－ 21：14．93� 6．6�
611 ビーコンファイヤー 牝3青鹿54 横山 典弘鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B460－ 61：15．11� 35．7	
12 メイショウバルコラ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 508－ 61：15．31� 13．2

59 ダ ッ チ ェ ス 牝3芦 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新冠 坂元 芳春 418－ 41：15．93� 403．2�
816 クールウイン 牡3鹿 56 森 一馬林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 476＋ 4 〃 ハナ 110．7�
713 ブルベアクレソン 牡3鹿 56 中井 裕二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 様似 猿倉牧場 464＋ 41：16．21� 286．4
510 スリーゴーディー 牝3栗 54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 村中牧場 470＋121：16．51� 414．9�
11 クリノタカラモノ 牝3鹿 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 飯田 雄三 新冠 海馬沢 明 432－ 61：16．6� 209．7�
24 セトノブルグ 牡3鹿 56 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 日高 新井 昭二 482－ 81：17．13 34．4�
48 アインツェルカンプ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：18．16 36．3�
23 ワンダーゲッティン 牝3栗 54 酒井 学山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 400－ 61：18．42 281．4�
47 ラガーデリゲート 牝3芦 54 荻野 琢真奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 正美 436＋ 41：19．25 80．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，394，200円 複勝： 50，190，200円 枠連： 15，224，000円
馬連： 52，701，300円 馬単： 29，371，900円 ワイド： 36，139，000円
3連複： 78，265，800円 3連単： 104，970，000円 計： 397，256，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 110円 � 250円 枠 連（3－8） 200円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 190円 �� 760円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 303942 的中 � 54613（2番人気）
複勝票数 計 501902 的中 � 66941（2番人気）� 258686（1番人気）� 22759（5番人気）
枠連票数 計 152240 的中 （3－8） 58981（1番人気）
馬連票数 計 527013 的中 �� 109133（1番人気）
馬単票数 計 293719 的中 �� 22862（3番人気）
ワイド票数 計 361390 的中 �� 61201（1番人気）�� 10035（9番人気）�� 21810（3番人気）
3連複票数 計 782658 的中 ��� 51138（2番人気）
3連単票数 計1049700 的中 ��� 13919（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．0―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．4
3 5（2，4，7，15）（12，11）16（6，8，13，14）（9，10）－3－1 4 ・（5，15）（2，4）（12，11）7（6，13，16，14）－10－（8，9，3）－1

勝馬の
紹 介

シ ャ テ ー ヌ �
�
父 トランセンド �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2017．10．21 京都11着

2015．4．14生 牝3栗 母 プ リ ュ ネ ル 母母 サタデーナイト 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 ビーコンファイヤー号の騎手熊沢重文は，第1回中京競馬第1日第5競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アインツェルカンプ号・ワンダーゲッティン号・ラガーデリゲート号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成30年2月14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 メモリーゴールデン号
（非抽選馬） 3頭 バイタルコード号・メイショウヤシチ号・リュウドカズマ号

01050 1月14日 曇 稍重 （30京都1）第5日 第2競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

57 ラクロアクリスエス 牡3鹿 56 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 496＋101：56．5 2．4�
813 メイショウダブル 牡3黒鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 490＋ 21：56．81� 8．6�
69 タマモストーム 牡3栗 56 幸 英明タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 498＋ 4 〃 アタマ 2．0�
812 ミトノブラック 牡3青鹿56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464± 01：57．01� 33．5�
56 ガッツィーソート 牡3栗 56 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 516＋ 41：57．31� 12．6�
710 モンテガナール 牡3鹿 56 酒井 学	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 490＋ 61：58．04 213．8

44 リリーマイスター 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 510＋101：58．53 23．5�
711 テイエムダイアラシ 牡3青鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 438－121：59．56 103．9�
33 クリスタルシャイン 牡3栗 56 水口 優也水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 450－ 21：59．71 289．2
68 アドマイヤサン 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－ 61：59．8� 24．6�
11 ヴィーヴァザキング 牡3鹿 56 横山 典弘芹澤 精一氏 作田 誠二 新冠 守矢牧場 492－ 22：00．01� 27．5�
45 クリノヤンソン 牝3黒鹿54 太宰 啓介栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 イズモリファーム 466－ 22：01．7大差 254．9�
22 アイファーアイドル 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 392± 02：01．91� 238．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，696，600円 複勝： 41，181，200円 枠連： 13，205，000円
馬連： 53，732，500円 馬単： 29，992，600円 ワイド： 30，248，000円
3連複： 68，081，600円 3連単： 110，639，500円 計： 374，777，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 380円 �� 140円 �� 340円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 276966 的中 � 89419（2番人気）
複勝票数 計 411812 的中 � 99568（2番人気）� 29669（3番人気）� 189548（1番人気）
枠連票数 計 132050 的中 （5－8） 10615（3番人気）
馬連票数 計 537325 的中 �� 23632（5番人気）
馬単票数 計 299926 的中 �� 8708（7番人気）
ワイド票数 計 302480 的中 �� 16162（5番人気）�� 75905（1番人気）�� 18525（3番人気）
3連複票数 計 680816 的中 ��� 75436（2番人気）
3連単票数 計1106395 的中 ��� 15472（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．7―13．2―14．0―13．5―12．9―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．9―50．1―1：04．1―1：17．6―1：30．5―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F38．9
1
3
13－（6，7）（9，12）（4，10）－（3，11）8－2，1－5
13－6（4，7）（3，9，12）（10，11）（2，1，8）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラクロアクリスエス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．8．6 札幌8着

2015．2．17生 牡3鹿 母 ハイレイヤー 母母 セシルカット 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノヤンソン号・アイファーアイドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

2月14日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ピッパ号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※アイファーアイドル号・クリノヤンソン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 京都競馬 第５日



01051 1月14日 曇 稍重 （30京都1）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11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
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 ジョーカナチャン 牝3鹿 54 池添 謙一上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 442－ 61：27．1 12．2�
714 スーブレット 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：27．31 2．7�
23 マイウェイアムール 牝3青鹿54 岩田 康誠田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 482± 01：27．4� 21．3�
713 アミスターミノル 牝3栗 54 四位 洋文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 41：27．72 98．4�
816 ジョーダンヒロイン 牝3青鹿54 福永 祐一廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 432± 01：27．8� 38．1	
815 メイショウタンゴ 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 462－ 8 〃 ハナ 19．6

36 スキップガール 牝3鹿 54 荻野 琢真�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 460－ 41：28．43� 3．0�
48 ドッペルゲンガー 牝3栗 54 浜中 俊松浦 快之氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 464＋161：28．71� 241．7�
510 フォーチュンカムズ 牝3栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 452－101：28．8� 23．3
12 ドラゴンダナ 牝3栗 54 太宰 啓介副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 476－ 21：29．12 130．7�
24 シールヴィクトリー 牝3鹿 54 和田 竜二�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 460－ 81：29．42 14．6�
47 タガノマリーチャン 牝3芦 54 酒井 学八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456± 0 〃 クビ 193．8�
59 アイファーフォルテ 牝3鹿 54 小林 徹弥中島 稔氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 396＋ 41：29．61� 595．2�
611 ヘ ー ザ 牝3栗 54 水口 優也岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 440－ 81：30．02� 52．3�
11 サ ナ コ 牝3栗 54 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 440＋ 6 〃 クビ 5．2�
35 タマモオテンバ 牝3栗 54 高倉 稜タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 444＋101：30．21 202．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，923，100円 複勝： 45，767，300円 枠連： 15，519，100円
馬連： 65，215，100円 馬単： 32，253，400円 ワイド： 45，056，600円
3連複： 90，569，000円 3連単： 108，157，900円 計： 443，461，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 290円 � 150円 � 460円 枠 連（6－7） 1，660円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，570円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 55，970円

票 数

単勝票数 計 409231 的中 � 26692（4番人気）
複勝票数 計 457673 的中 � 36192（4番人気）� 102740（2番人気）� 20872（7番人気）
枠連票数 計 155191 的中 （6－7） 7220（8番人気）
馬連票数 計 652151 的中 �� 24246（6番人気）
馬単票数 計 322534 的中 �� 5043（15番人気）
ワイド票数 計 450566 的中 �� 14791（8番人気）�� 4363（25番人気）�� 10215（16番人気）
3連複票数 計 905690 的中 ��� 7742（28番人気）
3連単票数 計1081579 的中 ��� 1401（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―35．5―48．5―1：01．4―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーカナチャン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．17 阪神6着

2015．2．3生 牝3鹿 母 ラッキーダイス 母母 ミ ス ベ ガ ス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ドラゴンダナ号の騎手熊沢重文は，第1回中京競馬第1日第5競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アイファーアイドル号・クリノヤンソン号・プリヴェット号

01052 1月14日 曇 稍重 （30京都1）第5日 第4競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

713 オメガパフューム 牡3芦 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 462 ―1：54．3 6．6�
712 ハーベストムーン 牡3黒鹿56 C．ルメール 三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 518 ―1：54．62 1．7�
815 キンショーヘニー 牡3芦 56 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 494 ―1：55．55 6．4�
11 サンライズセナ 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 490 ―1：56．45 64．0�
47 ユイノチョッパー 牡3黒鹿56 川田 将雅由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 502 ―1：57．57 26．1�
59 スズノアリュール 牡3鹿 56 浜中 俊新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 490 ―1：57．6クビ 14．9�
34 セレンディバイト 牝3青 54 小牧 太水野 淳氏 松下 武士 日高 道見牧場 488 ― 〃 クビ 50．6	
35 カンパニュラ 牝3鹿 54 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 470 ―1：58．02� 192．3

611 ダイシンカローリ 牡3栗 56 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 512 ―1：58．42� 36．6�
22 マイヨヴェール 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 536 ―1：58．82� 75．7
610 ヤサカファルコ 牡3黒鹿56 森 一馬志邑 宣彦氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 490 ―1：58．9クビ 18．7�
58 エアヴェイユ 牝3鹿 54 福永 祐一 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 428 ―1：59．0� 24．2�
46 エレッサール 牡3鹿 56 四位 洋文�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 500 ― 〃 クビ 46．1�
23 ジャスパーゲラン 牡3栗 56 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 日高 碧雲牧場 478 ―1：59．42 35．5�
814 シーズオールザット 牝3鹿 54 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 450 ― （競走中止） 23．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，472，600円 複勝： 39，018，200円 枠連： 17，398，800円
馬連： 47，701，800円 馬単： 27，256，600円 ワイド： 34，647，900円
3連複： 67，075，000円 3連単： 89，863，200円 計： 354，434，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 110円 � 160円 枠 連（7－7） 580円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 260円 �� 710円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 314726 的中 � 37972（3番人気）
複勝票数 計 390182 的中 � 40423（3番人気）� 140668（1番人気）� 50230（2番人気）
枠連票数 計 173988 的中 （7－7） 23183（2番人気）
馬連票数 計 477018 的中 �� 65646（1番人気）
馬単票数 計 272566 的中 �� 13146（4番人気）
ワイド票数 計 346479 的中 �� 36791（1番人気）�� 10939（7番人気）�� 28413（2番人気）
3連複票数 計 670750 的中 ��� 42071（1番人気）
3連単票数 計 898632 的中 ��� 7874（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．8―13．6―13．3―13．1―12．5―12．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―38．0―51．6―1：04．9―1：18．0―1：30．5―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガパフューム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2015．4．6生 牡3芦 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 シーズオールザット号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 シーズオールザット号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※エレッサール号・カンパニュラ号・ジャスパーゲラン号・シーズオールザット号・ユイノチョッパー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票
したものとみなした。



01053 1月14日 曇 良 （30京都1）第5日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

713 ニホンピロタイド 牡3青鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 484 ―1：37．5 8．9�
714 ル ナ ス テ ラ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436 ―1：37．6� 2．8�
816 フォルシュナイト 牝3青鹿54 武 豊�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 418 ― 〃 クビ 7．7�
11 ヤマニンディアリー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 416 ―1：37．7クビ 45．8�
815 ペプチドバンブー 牡3黒鹿56 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 490 ―1：37．91� 2．8	
36 ミッキーサウンド 牡3栗 56 小牧 太野田みづき氏 千田 輝彦 新ひだか タイヘイ牧場 488 ― 〃 ハナ 27．6

35 ホジェリアアスール 牝3黒鹿54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 484 ― 〃 クビ 69．3�
48 マロンコート 牝3栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 418 ―1：38．0クビ 48．9�
612 スマートスピカ 牝3鹿 54 浜中 俊大川 徹氏 石坂 正 浦河 桑田牧場 424 ―1：38．21� 45．1
510 エイシンセレーネ 牝3青鹿54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 426 ―1：38．41� 42．8�
12 テイケイドルチェ 牝3鹿 54 小林 徹弥兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 414 ―1：38．5	 219．1�
24 レティーツィア 牝3鹿 54 高倉 稜名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 420 ―1：38．71� 91．8�
23 メイショウトモシビ 牝3栗 54 森 一馬松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 488 ―1：38．8	 13．3�
611 テイエムトレンディ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 394 ―1：39．75 336．0�

59 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 田中 健奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 454 ―1：40．02 18．7�
47 カランドリエ 牝3青鹿54 畑端 省吾 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 364 ―1：41．27 75．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，715，700円 複勝： 38，060，800円 枠連： 18，995，000円
馬連： 57，602，700円 馬単： 27，657，200円 ワイド： 37，500，200円
3連複： 74，135，900円 3連単： 93，492，800円 計： 384，160，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 200円 � 160円 � 240円 枠 連（7－7） 1，780円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 660円 �� 970円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 16，530円

票 数

単勝票数 計 367157 的中 � 32854（4番人気）
複勝票数 計 380608 的中 � 48441（3番人気）� 70912（2番人気）� 36282（4番人気）
枠連票数 計 189950 的中 （7－7） 8231（7番人気）
馬連票数 計 576027 的中 �� 24738（6番人気）
馬単票数 計 276572 的中 �� 5299（13番人気）
ワイド票数 計 375002 的中 �� 14391（6番人気）�� 9481（10番人気）�� 22621（4番人気）
3連複票数 計 741359 的中 ��� 20112（5番人気）
3連単票数 計 934928 的中 ��� 4100（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．8―37．1―49．8―1：02．2―1：14．2―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロタイド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スニッツェル 初出走

2015．4．9生 牡3青鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 マロンコート号の騎手熊沢重文は，第1回中京競馬第1日第5競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アニエーゼ号・ウインサクヤヒメ号・オールフォーラヴ号・ガナドゥール号・ギャング号・サラキア号・

シーズオールザット号・ナリタハーデス号・ヒルノコルドバ号・フェスタマドンナ号・リッカモーリス号・
ロクセラーナ号・ロンドンシーズン号

01054 1月14日 曇 稍重 （30京都1）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・右）
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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ス マ ハ マ 牡3栗 56 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 524－121：52．7 6．0�
55 グレートタイム 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 21：53．02 1．5�
33 テーオーエナジー 牡3栗 56 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 496－ 41：53．85 7．7�
44 マイネルユキツバキ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 518＋ 41：54．22� 7．1�
22 ブルベアジネンジョ 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B450± 01：55．05 64．8�
66 ナムラアッパレ 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 480＋ 81：55．31� 50．6	
77 モズノーブルギフト 牡3黒鹿56 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 526－ 61：55．4� 7．2


（7頭）

売 得 金
単勝： 55，685，700円 複勝： 65，124，700円 枠連： 発売なし
馬連： 59，248，700円 馬単： 43，005，900円 ワイド： 36，429，200円
3連複： 71，053，400円 3連単： 223，348，400円 計： 553，896，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 180円 �� 380円 �� 190円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 3，740円

票 数

単勝票数 計 556857 的中 � 73637（2番人気）
複勝票数 計 651247 的中 � 58529（3番人気）� 394432（1番人気）
馬連票数 計 592487 的中 �� 117256（1番人気）
馬単票数 計 430059 的中 �� 26252（5番人気）
ワイド票数 計 364292 的中 �� 55037（2番人気）�� 19926（5番人気）�� 51596（3番人気）
3連複票数 計 710534 的中 ��� 119437（1番人気）
3連単票数 計2233484 的中 ��� 43271（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―37．3―49．8―1：02．9―1：15．6―1：28．0―1：40．0

コーナー
通過順位

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

2
4
1（3，4，7）5，6－2
1，3（5，4）（6，7）－2

勝馬の
紹 介

ス マ ハ マ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．11．11 京都4着

2015．2．16生 牡3栗 母 サウンドザビーチ 母母 ナ ギ サ 3戦2勝 賞金 13，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



01055 1月14日 曇 良 （30京都1）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：43．9
1：43．9

良
良

12 ミスディレクション �4黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋ 41：47．8 58．7�

816 ラ ル ク 牝5鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：48．22� 12．1�
611 プ ロ キ シ マ 牝4青 54 福永 祐一�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476＋241：48．51� 9．7�
24 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿56 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476＋ 6 〃 クビ 15．9�
815 グレンマクナス 牡4鹿 56 C．ルメール �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 518＋101：48．6� 2．8	
612 ハギノアレス 牡4鹿 56 M．デムーロ安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 510＋241：48．81
 4．7

35 エスペランサルル 牝6栗 55

54 ☆加藤 祥太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 436－ 61：48．9� 323．5�

713 ジュリエットベール 牝4鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 428－ 6 〃 ハナ 85．8
36 アドマイヤスター 牡6青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：49．0� 5．3�
48 ライクアエンジェル 牝4鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426＋ 41：49．21
 74．9�
23 コロナシオン 牝4鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：49．41
 7．2�
510 メイショウサワカゼ 牡4鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 446＋ 41：49．5� 83．4�
47 シ シ オ ウ 牡4鹿 56 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 500－ 2 〃 ハナ 45．0�
59 ロードソリスト 牡4鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 21：49．71
 49．1�
714� ココロノキャンバス 牝5栗 55 水口 優也田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 402－121：49．8� 403．2�
11 サトノマサムネ �4鹿 56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：58．9大差 111．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，199，600円 複勝： 55，302，600円 枠連： 22，138，100円
馬連： 84，444，400円 馬単： 36，115，500円 ワイド： 50，555，800円
3連複： 104，379，500円 3連単： 130，527，600円 計： 526，663，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，870円 複 勝 � 1，150円 � 380円 � 390円 枠 連（1－8） 4，240円

馬 連 �� 29，000円 馬 単 �� 66，550円

ワ イ ド �� 7，570円 �� 7，020円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 116，660円 3 連 単 ��� 822，890円

票 数

単勝票数 計 431996 的中 � 5886（10番人気）
複勝票数 計 553026 的中 � 11484（10番人気）� 39842（5番人気）� 39185（6番人気）
枠連票数 計 221381 的中 （1－8） 4046（11番人気）
馬連票数 計 844444 的中 �� 2256（53番人気）
馬単票数 計 361155 的中 �� 407（113番人気）
ワイド票数 計 505558 的中 �� 1711（58番人気）�� 1846（54番人気）�� 5641（20番人気）
3連複票数 計1043795 的中 ��� 671（191番人気）
3連単票数 計1305276 的中 ��� 115（1177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．7―47．9―1：00．6―1：12．8―1：24．6―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 2，7（8，16）10（4，15）（3，12）（5，11）（13，9）（14，6）＝1 4 ・（2，7）16，8，15（4，10）3（5，11，12）13，9，6，14＝1

勝馬の
紹 介

ミスディレクション �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．5．9生 �4黒鹿 母 スウィフトオブフライト 母母 Sails Unfurled 8戦2勝 賞金 13，500，000円
〔発走状況〕 サトノマサムネ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サトノマサムネ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノマサムネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月14日まで平地競

走に出走できない。

01056 1月14日 曇 稍重 （30京都1）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

44 ミキノトランペット 牡4鹿 56 M．デムーロ谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 528± 01：53．5 3．7�
33 � ロードアルペジオ 牡5栗 57 C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 21：53．6	 1．7�
78 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 21：54．23	 23．0�
55 ヒラボクテイオー 牡6黒鹿57 和田 竜二�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 528＋121：54．3
 6．3�
66 ベストセラーアスク 牝7鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 442＋181：54．51	 90．0�
810 ヤマニンシルフ 牡5栗 57 小林 徹弥土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 460＋ 21：55．13	 49．4	
89 レッドディオーサ 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 466＋121：55．3
 8．4

11 リ ノ リ オ 牡7黒鹿57 森 一馬�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 516± 01：55．51� 40．4�
77 � コ ス モ ス 牡4栗 56 幸 英明 �コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 476＋ 31：55．6	 19．1

（9頭）
22 クリノフウジン 牡4栗 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 500－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，108，500円 複勝： 78，913，200円 枠連： 14，105，200円
馬連： 70，586，900円 馬単： 44，923，200円 ワイド： 43，622，900円
3連複： 93，741，000円 3連単： 203，087，200円 計： 595，088，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 110円 � 280円 枠 連（3－4） 250円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 140円 �� 790円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 差引計 461085（返還計 5508） 的中 � 98027（2番人気）
複勝票数 差引計 789132（返還計 8273） 的中 � 101183（2番人気）� 472982（1番人気）� 25249（6番人気）
枠連票数 差引計 141052（返還計 5991） 的中 （3－4） 42892（1番人気）
馬連票数 差引計 705869（返還計 26552） 的中 �� 222122（1番人気）
馬単票数 差引計 449232（返還計 13874） 的中 �� 54594（2番人気）
ワイド票数 差引計 436229（返還計 20547） 的中 �� 109072（1番人気）�� 10962（11番人気）�� 13818（8番人気）
3連複票数 差引計 937410（返還計 66399） 的中 ��� 45581（5番人気）
3連単票数 差引計2030872（返還計115615） 的中 ��� 23573（19番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．3―13．2―13．1―12．7―12．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．1―51．3―1：04．4―1：17．1―1：29．4―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミキノトランペット �
�
父 トランセンド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2016．9．17 阪神5着

2014．3．21生 牡4鹿 母 インフィニータ 母母 オースミシャロン 12戦3勝 賞金 36，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 クリノフウジン号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。



01057 1月14日 曇 稍重 （30京都1）第5日 第9競走 ��
��1，800�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走14時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．1．14以降30．1．8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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 カフェリュウジン 牡8鹿 53 M．デムーロ西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 540＋ 61：52．9 5．5�
811 ホーリーブレイズ 牡4鹿 53 和田 竜二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462± 01：53．21� 5．2�
55 シ ロ ニ イ 牡4白 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 3．8�
66 ジュンスパーヒカル 牡6鹿 55 小牧 太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 アタマ 7．5�
22 ショートストーリー 牡5黒鹿55 加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 81：53．41� 6．6�
79 マッシヴランナー 牡6黒鹿53 池添 謙一小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 532－ 41：54．14 33．9	
44 ス ル タ ー ナ 牝6鹿 52 酒井 学
ターフ・スポート羽月 友彦 新冠 村田牧場 490＋ 6 〃 ハナ 18．5�
810	 ミキノハルモニー 牡7栃栗53 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 462－ 61：54．41� 108．0�
33 カ ラ ク プ ア 牡5黒鹿56 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B508＋14 〃 アタマ 4．7
67 
 セ セ リ 牡7栗 53 浜中 俊冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 510± 01：55．14 68．2�
78 メイショウバッハ 牡5栗 54 太宰 啓介松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 502－ 21：55．84 43．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，073，600円 複勝： 58，880，900円 枠連： 19，446，400円
馬連： 112，390，300円 馬単： 48，916，600円 ワイド： 59，284，400円
3連複： 136，867，300円 3連単： 211，017，500円 計： 693，877，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 160円 � 130円 枠 連（1－8） 1，940円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 540円 �� 390円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 計 470736 的中 � 67978（4番人気）
複勝票数 計 588809 的中 � 83700（3番人気）� 86859（2番人気）� 130659（1番人気）
枠連票数 計 194464 的中 （1－8） 7731（11番人気）
馬連票数 計1123903 的中 �� 47650（9番人気）
馬単票数 計 489166 的中 �� 10432（17番人気）
ワイド票数 計 592844 的中 �� 26924（8番人気）�� 39168（3番人気）�� 40270（2番人気）
3連複票数 計1368673 的中 ��� 50248（5番人気）
3連単票数 計2110175 的中 ��� 10918（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―37．7―50．2―1：02．6―1：14．9―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェリュウジン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2012．11．11 東京5着

2010．2．27生 牡8鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 45戦5勝 賞金 97，658，000円
※出走取消馬 マルケサス号（疾病〔左後挫跖〕のため）

01058 1月14日 曇 良 （30京都1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
1：19．0
1：19．0

良
良

88 � モルトアレグロ 牝3青鹿54 M．デムーロ吉田 千津氏 武井 亮 米
Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

476＋ 41：22．7 4．1�
66 ラブカンプー 牝3黒鹿54 川田 将雅増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 426－ 21：22．91	 15．6�
44 グ リ エ ル マ 牝3鹿 54 小牧 太小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 456＋ 41：23．11
 16．6�
11 シグナライズ 牝3鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 488± 01：23．2	 1．6�
22 マリアバローズ 牝3黒鹿54 福永 祐一猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 428± 01：23．41	 22．8�
55 � モズスーパーフレア 牝3栗 54 和田 竜二 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC B466－ 61：23．5クビ 17．6	
77 ピエナミント 牝3鹿 54 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 446＋141：23．82 6．1

89 カーティバル 牝3鹿 54 岩田 康誠野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 408－ 61：24．11� 56．9�
33 スズカマンサク 牝3鹿 54 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 410－ 21：24．2� 121．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 75，137，500円 複勝： 166，177，900円 枠連： 21，744，500円
馬連： 135，651，800円 馬単： 85，907，700円 ワイド： 68，658，700円
3連複： 169，543，400円 3連単： 424，557，200円 計： 1，147，378，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 340円 � 760円 � 670円 枠 連（6－8） 3，450円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 790円 �� 770円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 48，190円

票 数

単勝票数 計 751375 的中 � 143725（2番人気）
複勝票数 計1661779 的中 � 141873（2番人気）� 54390（5番人気）� 62481（4番人気）
枠連票数 計 217445 的中 （6－8） 4878（9番人気）
馬連票数 計1356518 的中 �� 31262（9番人気）
馬単票数 計 859077 的中 �� 10973（17番人気）
ワイド票数 計 686587 的中 �� 22660（10番人気）�� 23481（9番人気）�� 9521（18番人気）
3連複票数 計1695434 的中 ��� 13982（23番人気）
3連単票数 計4245572 的中 ��� 6387（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．3―47．6―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モルトアレグロ 
�
父 Speightstown 

�
母父 Free House デビュー 2017．6．24 函館1着

2015．2．1生 牝3青鹿 母 Mo Chuisle 母母 Visible Gold 5戦3勝 賞金 49，414，000円

２レース目



01059 1月14日 曇 良 （30京都1）第5日 第11競走 ��
��2，400�第65回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，29．1．14以降30．1．8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 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

67 パフォーマプロミス 牡6栗 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452± 02：26．3 3．7�
22 ロードヴァンドール 牡5栗 56 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B502－ 2 〃 クビ 6．7�
79 ガ ン コ 牡5青鹿52 酒井 学杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 496＋ 22：26．51� 15．0�
68 ミッキーロケット 牡5鹿 57．5 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：27．24 3．8�
11 � サンタフェチーフ 牝6黒鹿52 四位 洋文吉田 和美氏 斉藤 崇史 愛 Gestut Bona 476－ 22：27．3	 12．6	
44 ヒットザターゲット 牡10栗 56 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 530＋16 〃 アタマ 72．8

33 モンドインテロ 牡6鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋122：27．72	 4．5�
812 カ ラ ビ ナ 牡5鹿 52 幸 英明 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 528－ 22：27．8	 27．4�
56 アクションスター 牡8栗 52 太宰 啓介福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋10 〃 アタマ 270．1
811 ベ ル ー フ 牡6鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋102：28．01� 38．3�
710 ソールインパクト 牡6芦 54 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 42：28．21 7．7�
55 トルークマクト 牡8鹿 52 荻野 琢真�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 466＋ 8 〃 クビ 287．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 220，799，000円 複勝： 281，920，900円 枠連： 119，848，800円 馬連： 757，543，500円 馬単： 288，197，500円
ワイド： 333，892，700円 3連複： 1，116，302，800円 3連単： 1，927，192，200円 5重勝： 635，076，800円 計： 5，680，774，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 250円 � 380円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，330円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 37，240円

5 重 勝
対象競走：中山10R／京都10R／中京11R／中山11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 303，440円

票 数

単勝票数 計2207990 的中 � 468379（1番人気）
複勝票数 計2819209 的中 � 516145（2番人気）� 289688（5番人気）� 163789（7番人気）
枠連票数 計1198488 的中 （2－6） 121958（3番人気）
馬連票数 計7575435 的中 �� 348664（9番人気）
馬単票数 計2881975 的中 �� 79388（11番人気）
ワイド票数 計3338927 的中 �� 134644（9番人気）�� 63629（17番人気）�� 53054（20番人気）
3連複票数 計11163028 的中 ��� 90573（35番人気）
3連単票数 計19271922 的中 ��� 37515（137番人気）
5重勝票数 計6350768 的中 ����� 1465

ハロンタイム 12．9―11．4―11．7―13．0―13．0―12．6―12．3―12．5―12．3―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．3―36．0―49．0―1：02．0―1：14．6―1：26．9―1：39．4―1：51．7―2：03．3―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パフォーマプロミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．21 阪神1着

2012．2．8生 牡6栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 12戦6勝 賞金 137，306，000円
〔制裁〕 カラビナ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
※サンタフェチーフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01060 1月14日 曇 良 （30京都1）第5日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 アドマイヤエイカン 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518＋202：01．0 27．6�
710 ブラックプラチナム 牡5青鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：01．21 1．4�
45 � スズカディープ 	6青鹿57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B428± 0 〃 アタマ 8．0�
69 ウインクルサルーテ 牝5鹿 55 横山 典弘�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 432－ 22：01．84 32．0�
44 メイショウミツボシ 牡6鹿 57

56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 488＋ 82：01．9
 31．3�
68 ダブルイーグル 牡10鹿 57 太宰 啓介田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 492＋ 8 〃 クビ 138．4	
33 ラ デ ィ ウ ス 牡7鹿 57 川田 将雅名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 B470± 02：02．21� 19．3

22 サトノグラン 牡4青鹿56 四位 洋文 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋102：02．41 13．1�
56 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 藤岡 佑介�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 518＋ 22：02．72 14．7
711 サマーローズ 牝6栗 55 酒井 学樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 478－ 62：02．8� 82．9�
57 ト ル ス ト イ 牡8鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋122：02．9クビ 60．4�
813 メイショウテンシャ 牡4芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 472＋ 42：03．0
 11．5�
812 レ ン ト ラ ー 	6黒鹿57 小牧 太 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：03．42
 27．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 90，136，500円 複勝： 178，854，200円 枠連： 40，164，800円
馬連： 199，595，800円 馬単： 116，753，800円 ワイド： 123，184，900円
3連複： 283，090，100円 3連単： 534，482，000円 計： 1，566，262，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 420円 � 110円 � 200円 枠 連（1－7） 2，070円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，850円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 51，570円

票 数

単勝票数 計 901365 的中 � 26080（7番人気）
複勝票数 計1788542 的中 � 46651（9番人気）� 1003223（1番人気）� 131974（2番人気）
枠連票数 計 401648 的中 （1－7） 14988（7番人気）
馬連票数 計1995958 的中 �� 91945（8番人気）
馬単票数 計1167538 的中 �� 12866（20番人気）
ワイド票数 計1231849 的中 �� 40606（9番人気）�� 9889（31番人気）�� 117117（1番人気）
3連複票数 計2830901 的中 ��� 47766（18番人気）
3連単票数 計5344820 的中 ��� 7513（165番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．9―12．2―12．1―12．6―11．6―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�
12．8―24．3―37．2―49．4―1：01．5―1：14．1―1：25．7―1：37．5―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3
1
3
・（5，10）（7，9，12）（1，13）（3，11）－6－（4，8）－2
5（10，12）（7，13，11）9，3，1－6（8，2）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤエイカン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．19 函館1着

2013．3．21生 牡5鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 8戦3勝 賞金 67，978，000円

５レース目



（30京都1）第5日 1月14日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

298，440，000円
5，180，000円
20，250，000円
1，920，000円
35，380，000円
2，000，000円
62，254，000円
4，182，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
745，342，600円
1，099，392，100円
317，789，700円
1，696，414，800円
810，351，900円
899，220，300円
2，353，104，800円
4，161，335，500円
635，076，800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 12，718，028，500円

総入場人員 19，400名 （有料入場人員 18，559名）
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