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01061 1月20日 晴 重 （30京都1）第6日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10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
1：09．1
1：08．7

重
重

713 エナジーピエトラ 牝3栗 54 幸 英明 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 438－ 21：12．6 1．9�
23 エイスノート 牝3黒鹿54 C．ルメール �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 464－ 81：13．66 5．0�
24 メイショウキタグニ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464－101：13．7� 14．6�
59 トリプルキセキ 牡3鹿 56 松若 風馬�LS.M 森 秀行 新ひだか 山際牧場 450＋ 41：14．33� 35．2�
35 コーラルリーフ 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 424－ 21：14．4� 7．8�
815 ツウカイパイロ 牡3栗 56 松田 大作木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 496－10 〃 ハナ 18．6	
48 ダンツコンフォート 牡3鹿 56 小牧 太山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 480＋ 61：14．61	 13．4

36 タガノアルタイル 牡3鹿 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 21：14．7クビ 23．0�
47 リュウドカズマ 牡3鹿 56 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－ 2 〃 クビ 9．6�
612 キクノゼファー 牡3鹿 56 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 452－ 61：14．8� 176．8
816 メモリーゴールデン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太橋元 幸次氏 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 464－101：15．33 454．2�
611 ローズベスト 牝3鹿 54 中井 裕二中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 小河 豊水 448± 01：15．93� 176．8
714 グランドフサイチ 牡3青鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B456＋ 61：16．32� 167．7�
11 エーティードラゴン 牝3鹿 54 津村 明秀荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 436－ 21：16．83 290．0�
510 イエスアルノー 牝3黒鹿54 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474± 01：17．22� 289．6�
12 サウスキヘイ 牡3栗 56 酒井 学守内 満氏 服部 利之 日高 ナカノファーム 468－ 21：19．5大差 429．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，183，200円 複勝： 54，394，100円 枠連： 11，457，500円
馬連： 50，080，400円 馬単： 28，086，700円 ワイド： 35，232，400円
3連複： 70，847，000円 3連単： 92，043，300円 計： 371，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 260円 枠 連（2－7） 350円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 290円 �� 380円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 6，340円

票 数

単勝票数 計 291832 的中 � 122193（1番人気）
複勝票数 計 543941 的中 � 304697（1番人気）� 49912（2番人気）� 23472（7番人気）
枠連票数 計 114575 的中 （2－7） 24911（1番人気）
馬連票数 計 500804 的中 �� 63931（1番人気）
馬単票数 計 280867 的中 �� 24841（1番人気）
ワイド票数 計 352324 的中 �� 34045（1番人気）�� 24215（4番人気）�� 4991（23番人気）
3連複票数 計 708470 的中 ��� 23041（6番人気）
3連単票数 計 920433 的中 ��� 10511（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．5―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 4，7，13（5，3，9）－（1，6）（14，15）（8，16）－（11，12）－10＝2 4 4（7，13）（5，3，9）－6，1（14，15）8－（11，12，16）＝10＝2

勝馬の
紹 介

エナジーピエトラ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．10．22 京都6着

2015．2．28生 牝3栗 母 エナジーハート 母母 タガノルビー 5戦1勝 賞金 9，750，000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〕 エーティードラゴン号・イエスアルノー号・サウスキヘイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30年2月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エイシンヘリオス号・カネトシダウティ号

01062 1月20日 晴 重 （30京都1）第6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

710 ロイヤルパールス 牡3鹿 56 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B502＋ 61：55．7 15．0�
44 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 486－ 21：56．44 45．1�
11 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 484－ 41：57．25 46．8�
56 エイシンメッセ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 430－ 41：57．51� 9．3�
57 ローレルティーダ 牡3鹿 56 �島 良太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 442－ 61：57．71� 64．4�
813 ダレモカレモ 牡3栗 56 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 448－121：57．91� 29．7	
45 ブ ラ ス ト 牡3芦 56 松山 弘平槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530－121：58．11� 51．8

711 ティーサムライ 牡3黒鹿56 和田 竜二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470＋ 21：58．2� 6．9�
69 ホ ク サ イ 牡3栗 56 中井 裕二手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 金石牧場 442－ 41：58．62� 288．2�
68 エレッサール 牡3鹿 56 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 500± 01：58．7クビ 69．4
812 ブルベアクレソン 牡3鹿 56 酒井 学 �ブルアンドベア 川村 禎彦 様似 猿倉牧場 458－ 61：59．97 236．1�
33 ザクライングマシン 牡3栗 56 藤岡 佑介伊藤 信之氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480－ 62：00．96 1．2�
22 コメディアン 牝3鹿 54 幸 英明栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 450± 02：01．0クビ 225．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，300，400円 複勝： 86，781，200円 枠連： 9，732，900円
馬連： 36，704，900円 馬単： 26，166，200円 ワイド： 26，624，300円
3連複： 53，159，700円 3連単： 98，733，300円 計： 364，202，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 680円 � 2，130円 � 1，790円 枠 連（4－7） 4，010円

馬 連 �� 14，180円 馬 単 �� 30，420円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 2，520円 �� 6，610円

3 連 複 ��� 90，200円 3 連 単 ��� 606，620円

票 数

単勝票数 計 263004 的中 � 14004（4番人気）
複勝票数 計 867812 的中 � 35636（3番人気）� 10490（7番人気）� 12597（6番人気）
枠連票数 計 97329 的中 （4－7） 1881（10番人気）
馬連票数 計 367049 的中 �� 2005（23番人気）
馬単票数 計 261662 的中 �� 645（40番人気）
ワイド票数 計 266243 的中 �� 2808（19番人気）�� 2740（20番人気）�� 1026（36番人気）
3連複票数 計 531597 的中 ��� 442（90番人気）
3連単票数 計 987333 的中 ��� 118（473番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―13．7―12．9―13．1―12．7―12．7―12．8―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―37．4―50．3―1：03．4―1：16．1―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．6
1
3
10，9（2，12，13）（3，11）6，4（5，1）8－7
10（1，4）11，13（9，12，3）（2，6，5）8，7

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロイヤルパールス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2017．9．17 阪神10着

2015．4．2生 牡3鹿 母 ラヴフルーヴ 母母 トモエマーガレット 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザクライングマシン号・コメディアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

2月20日まで平地競走に出走できない。
※ティーサムライ号は，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６日



01063 1月20日 晴 重 （30京都1）第6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）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 エイシンデルフィー 牝3栗 54 岩田 康誠�栄進堂 今野 貞一 浦河 高村牧場 456 ―1：27．7 17．5�
59 フ ラ ミ ン ゴ 牝3青鹿54 四位 洋文中辻 明氏 武井 亮 浦河 笹島 智則 446 ―1：28．12� 5．7�
714 メイショウセレーノ 牝3栗 54 高倉 稜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 478 ―1：28．41� 9．0�
47 ノーブルキッス 牝3鹿 54 畑端 省吾吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 408 ―1：28．82� 60．2�
11 グラスジャンヌ 牝3黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 472 ―1：28．9� 13．2�
23 タ ー コ イ ズ 牝3栗 54 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502 ― 〃 クビ 3．9	
12 ワイルドハニー 牝3栗 54 池添 謙一
グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456 ―1：29．11� 8．8�
48 メイショウハナゾノ 牝3鹿 54 松若 風馬松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 474 ―1：29．52� 7．6�
35 メイショウツヅラ 牝3青鹿54 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 424 ―1：30．13� 90．6
713 イチザクイーン 牝3鹿 54 中井 裕二奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 460 ―1：30．31� 208．1�
510 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 津村 明秀 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 船越牧場 440 ― 〃 ハナ 189．4�
815 コンゴウビジン 牝3黒鹿54 松山 弘平金岡 久夫氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：30．83 95．5�
24 スターペスユズ 牝3鹿 54 水口 優也河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 448 ―1：31．43� 20．3�
816 テイエムオーラコ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 長浜 秀昭 456 ―1：31．82� 128．5�
612 マグダレーナ 牝3鹿 54 国分 優作 
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 466 ―1：32．97 34．4�
36 ミ リ ラ ニ 牝3栗 54 福永 祐一 
サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 410 ―1：33．75 4．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，903，400円 複勝： 28，081，600円 枠連： 11，033，300円
馬連： 39，120，200円 馬単： 18，419，300円 ワイド： 26，081，400円
3連複： 52，635，200円 3連単： 59，482，900円 計： 256，757，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 380円 � 230円 � 280円 枠 連（5－6） 3，800円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，550円 �� 980円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 74，090円

票 数

単勝票数 計 219034 的中 � 9987（8番人気）
複勝票数 計 280816 的中 � 17803（8番人気）� 35364（3番人気）� 25953（6番人気）
枠連票数 計 110333 的中 （5－6） 2250（20番人気）
馬連票数 計 391202 的中 �� 5739（27番人気）
馬単票数 計 184193 的中 �� 1178（55番人気）
ワイド票数 計 260814 的中 �� 3810（28番人気）�� 4295（24番人気）�� 7017（10番人気）
3連複票数 計 526352 的中 ��� 3488（48番人気）
3連単票数 計 594829 的中 ��� 582（324番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．5―48．4―1：01．4―1：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F39．3
3 1（2，4）6（3，5）（7，8）（9，13）－11－14－（15，16）＝10＝12 4 1，2，7，3（11，4，5）（8，9）6－（14，13）－15－16－10＝12

勝馬の
紹 介

エイシンデルフィー �
�
父 エイシンアポロン �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．3．19生 牝3栗 母 エーシンピュリティ 母母 パッションストーム 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アリエッティ号・アルマーズ号・ウォーターシドモア号・エイシンエデン号・クインズアリエス号・

スパニッシュフライ号・ニホンピロカラス号・ランギオラ号・リップスティック号

01064 1月20日 晴 重 （30京都1）第6日 第4競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

712 エイカイキング 牡3栗 56 C．ルメール 二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472 ―1：56．4 3．1�
11 オースオブオフィス 牡3黒鹿56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524 ―1：56．5� 2．0�
46 ゴッドミラクル 牡3鹿 56 松山 弘平�サンライズ 北出 成人 新ひだか 有限会社石川牧場 442 ―1：56．92� 47．4�
814 トモノコテツ 牡3鹿 56 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 464 ―1：57．21� 70．9�
58 エ テ ル ニ テ 牝3青鹿54 和田 竜二青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 500 ―1：57．3� 7．9�
35 ドリームバンバン 牡3鹿 56 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 466 ―1：57．93� 55．7	
815 エムオーマンボ 牡3黒鹿56 川島 信二大浅 貢氏 飯田 祐史 日高 門別牧場 478 ― 〃 アタマ 33．8

47 クェスタボルタ 牝3黒鹿54 福永 祐一幅田 昌伸氏 角居 勝彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 452 ―1：58．64 23．2�
34 ブルベアカボス 牡3黒鹿56 酒井 学 �ブルアンドベア 川村 禎彦 伊達 高橋農場 434 ―1：59．55 133．7
23 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56 小牧 太金田 成基氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 508 ―1：59．6クビ 196．8�
22 ピースラヴィング 牡3栗 56 	島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 524 ― 〃 クビ 42．9�
611 アカネコントレイル 牡3鹿 56 岩田 康誠ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 462 ―1：59．81 8．7�
713 メイショウタオヤカ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 480 ―2：00．12 26．5�
59 フォーアシュトース 牡3黒鹿56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 イワミ牧場 520 ―2：00．84 98．8�
610 タガノハッピー 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512 ―2：02．6大差 154．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，745，300円 複勝： 33，380，300円 枠連： 11，012，800円
馬連： 41，279，600円 馬単： 22，439，700円 ワイド： 29，423，600円
3連複： 55，738，300円 3連単： 74，150，500円 計： 297，170，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 120円 � 690円 枠 連（1－7） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，120円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 16，670円

票 数

単勝票数 計 297453 的中 � 75615（2番人気）
複勝票数 計 333803 的中 � 71782（2番人気）� 93268（1番人気）� 7061（11番人気）
枠連票数 計 110128 的中 （1－7） 24301（1番人気）
馬連票数 計 412796 的中 �� 88740（1番人気）
馬単票数 計 224397 的中 �� 18400（2番人気）
ワイド票数 計 294236 的中 �� 47157（1番人気）�� 3034（23番人気）�� 3356（22番人気）
3連複票数 計 557383 的中 ��� 8819（14番人気）
3連単票数 計 741505 的中 ��� 3223（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．5―51．1―1：04．5―1：17．1―1：30．0―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3
6（13，8）（2，5，14）－（1，15，12）10，7（11，9）－4－3
6（8，12）－13（1，14）5－（2，15，10）7－（11，9）－4，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイカイキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．4．16生 牡3栗 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノハッピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月20日まで平地競

走に出走できない。



01065 1月20日 晴 稍重 （30京都1）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

713 ミ ア グ ア 牝3青鹿54 幸 英明五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 436－ 41：36．9 4．7�
24 クリノフラッシュ 牝3青鹿54 福永 祐一栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 422－ 61：37．11� 22．5�
47 アングルティール 牝3黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418± 01：37．2� 21．3�
35 ニホンピロヘイロー 牝3鹿 54 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 466－ 41：37．3� 38．9�
11 ディアブライド 牝3黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム今野 貞一 安平 ノーザンファーム 444± 01：37．4� 26．3�
816 メイショウマンカイ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 430－ 61：37．82� 57．2	
36 ミ ヤ ビ ラ ラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 452＋ 81：37．9� 184．1

12 メジャーシャルマン 牝3栗 54 松若 風馬吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：38．96 27．3�
611 アイアンナッツ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 402－ 21：39．64 540．4�
48 メイショウスイレン 牝3黒鹿54 高倉 稜松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 396－101：40．13 387．7
510 キープシークレット 牝3黒鹿54 小牧 太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－141：40．2クビ 184．4�
59 サーキュラーリング 牝3栗 54 池添 謙一�G1レーシング 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－101：40．41� 96．2�
714 タガノシムナ 牝3黒鹿54 酒井 学八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 438＋ 61：42．7大差 393．2�
612 ベラソヴラーノ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 462＋ 21：44．08 87．9�
23 エールグリーツ 牝3青 54 M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 416－ 41：46．1大差 3．4�
815 キューピッドアロー 牝3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456－ 8 （競走中止） 1．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，439，700円 複勝： 63，708，200円 枠連： 13，489，000円
馬連： 61，188，200円 馬単： 31，665，600円 ワイド： 40，767，600円
3連複： 83，594，400円 3連単： 116，155，100円 計： 449，007，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 250円 � 700円 � 640円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，280円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 17，160円 3 連 単 ��� 72，910円

票 数

単勝票数 計 384397 的中 � 64773（3番人気）
複勝票数 計 637082 的中 � 78003（3番人気）� 21876（6番人気）� 24012（5番人気）
枠連票数 計 134890 的中 （2－7） 14473（3番人気）
馬連票数 計 611882 的中 �� 11969（11番人気）
馬単票数 計 316656 的中 �� 3724（16番人気）
ワイド票数 計 407676 的中 �� 9794（11番人気）�� 8278（13番人気）�� 2891（26番人気）
3連複票数 計 835944 的中 ��� 3652（42番人気）
3連単票数 計1161551 的中 ��� 1155（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―48．2―1：00．6―1：13．1―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ア グ ア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．12．17 阪神2着

2015．5．6生 牝3青鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 キューピッドアロー号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 メイショウスイレン号の調教師坂口正則は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔その他〕 ベラソヴラーノ号は，最後の直線コース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〕 タガノシムナ号・エールグリーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月

20日まで平地競走に出走できない。

01066 1月20日 晴 稍重 （30京都1）第6日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：56．8
1：56．1

良
良

34 ジャックローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：03．7 10．4�
46 スマートモノリス 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 468－ 22：03．8� 16．7�
47 デクレアラー 牡3栗 56 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 466± 02：04．01	 5．8�
22 アフリカンゴールド 牡3栗 56 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－18 〃 クビ 116．0�
712 ウインイノベーター 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 456＋ 42：04．1クビ 35．4	
11 キングフォルテ 牡3鹿 56 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 506＋14 〃 クビ 44．2

815 プルンクザール 牡3栗 56 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 454－ 82：04．2クビ 94．5�
58 サトノグロワール 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514－102：04．3
 1．9�
23 サウンドスター 牡3黒鹿56 松田 大作増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 454－ 62：04．51 314．2
610 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 幸 英明�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 506± 0 〃 クビ 30．4�
814 ストーミーバローズ 牡3栗 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 22：04．6クビ 4．7�
611 メールドグラース 牡3黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：04．91
 12．0�
59 ラストクルセイド 牡3鹿 56 池添 謙一 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 176．8�
35 クリノセザンヌ 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 博晴氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 448－ 42：05．32� 287．7�
713 ビットピークス 牡3栃栗56 和田 竜二礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 478－122：05．62 403．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，058，700円 複勝： 63，987，800円 枠連： 17，004，700円
馬連： 71，707，000円 馬単： 35，378，700円 ワイド： 52，521，500円
3連複： 96，283，400円 3連単： 123，796，800円 計： 509，738，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 270円 � 380円 � 250円 枠 連（3－4） 1，750円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 870円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 57，900円

票 数

単勝票数 計 490587 的中 � 37718（4番人気）
複勝票数 計 639878 的中 � 62657（4番人気）� 40695（6番人気）� 69292（3番人気）
枠連票数 計 170047 的中 （3－4） 7515（8番人気）
馬連票数 計 717070 的中 �� 13180（15番人気）
馬単票数 計 353787 的中 �� 3144（26番人気）
ワイド票数 計 525215 的中 �� 10205（16番人気）�� 15909（9番人気）�� 10158（17番人気）
3連複票数 計 962834 的中 ��� 8225（27番人気）
3連単票数 計1237968 的中 ��� 1550（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．7―49．6―1：02．9―1：15．8―1：27．9―1：39．8―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ジャックローズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．12．23 阪神3着

2015．4．11生 牡3鹿 母 ローザミスティカ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※ビットピークス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01067 1月20日 晴 重 （30京都1）第6日 第7競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

510 アストロノーティカ 牡4鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋ 81：12．6 8．6�

59 アユツリオヤジ 牡4栗 56 国分 恭介 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 486－ 41：12．7	 13．4�
713 スーパーライナー 牡5鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B498－ 41：13．02 6．0�
35 チ カ リ ー タ 牝5芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466＋101：13．1クビ 2．7�
23 
 ジーブレイズ 牡5芦 57 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons

& Kilboy Estate 508－ 2 〃 アタマ 7．1�
611 キョウワエステル 牝5鹿 55 竹之下智昭	協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 464－141：13．2	 85．2

816 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿55 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452± 0 〃 ハナ 80．3�
48 オモイサイフ 牡4栗 56 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 498± 0 〃 クビ 94．4�
815 コンテンポラリー 牡4鹿 56 福永 祐一廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 456－ 21：13．62	 8．3
47 � グレートブレス 牡6栗 57 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 530＋161：13．81� 95．2�
36 クリノサンレオ 牡5栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 448± 01：13．9クビ 50．5�
11 テイエムアニマンテ 牡4青鹿56 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 500＋ 81：14．11� 132．9�
12 タ テ ヤ マ 牡4栗 56 松若 風馬小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 468＋ 21：14．2	 8．2�
24 
 ジングルベルロック 牝5青鹿55 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 456－101：14．52 36．2�
714 ウエスタンビジュー 牝5鹿 55 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B472＋ 41：14．6クビ 83．4�
612 エ ピ ュ ー レ 牝4栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 488＋ 81：16．19 26．3�
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売 得 金
単勝： 34，407，800円 複勝： 54，221，900円 枠連： 15，575，200円
馬連： 71，522，600円 馬単： 30，813，500円 ワイド： 48，036，900円
3連複： 95，354，300円 3連単： 110，213，200円 計： 460，145，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 350円 � 320円 � 190円 枠 連（5－5） 4，600円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 830円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 39，610円

票 数

単勝票数 計 344078 的中 � 31719（6番人気）
複勝票数 計 542219 的中 � 36373（7番人気）� 41690（6番人気）� 87222（2番人気）
枠連票数 計 155752 的中 （5－5） 2624（17番人気）
馬連票数 計 715226 的中 �� 13790（20番人気）
馬単票数 計 308135 的中 �� 3495（35番人気）
ワイド票数 計 480369 的中 �� 9285（20番人気）�� 15088（9番人気）�� 11715（13番人気）
3連複票数 計 953543 的中 ��� 11375（25番人気）
3連単票数 計1102132 的中 ��� 2017（146番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．4―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．3―47．7―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アストロノーティカ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2017．4．9 阪神15着

2014．3．28生 牡4鹿 母 シェルシーカー 母母 Wilayif 10戦2勝 賞金 19，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウケイフクキタル号
（非抽選馬） 3頭 エスペランサリュウ号・カズマペッピーノ号・リガス号

01068 1月20日 晴 重 （30京都1）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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 タイセイパルサー 牡5黒鹿57 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 498－ 41：53．5 6．8�
11 ドライバーズハイ 牡5鹿 57 M．デムーロ藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 460± 0 〃 ハナ 2．6�
55 テイエムチューハイ 牡4黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B444－ 21：53．71� 5．9�
78 ダ ン カ ン 牡6鹿 57 和田 竜二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466＋ 41：54．12� 82．5�
22 メイショウテムズ 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 504± 01：54．2� 3．5�
33 ルーレットクイーン 牝5栗 55 川田 将雅�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 432± 01：54．3クビ 29．6	
89 クリノライメイ 牡4青鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 514－ 41：54．4� 12．4

810	 トウシンダイヤ 牡5栗 57 柴田 未崎�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 544＋ 41：55．14 160．2�
77 ケルティックソード 牡5栗 57 松田 大作吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B494－ 61：55．31 9．1�
66 トゥールエッフェル 牝5芦 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 520－ 21：56．910 28．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，662，300円 複勝： 40，392，700円 枠連： 11，848，800円
馬連： 66，331，900円 馬単： 34，781，900円 ワイド： 38，065，600円
3連複： 78，032，800円 3連単： 138，349，800円 計： 443，465，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 120円 � 170円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 350円 �� 510円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 356623 的中 � 41955（4番人気）
複勝票数 計 403927 的中 � 50407（4番人気）� 103725（1番人気）� 55559（3番人気）
枠連票数 計 118488 的中 （1－4） 9847（3番人気）
馬連票数 計 663319 的中 �� 51949（3番人気）
馬単票数 計 347819 的中 �� 11900（6番人気）
ワイド票数 計 380656 的中 �� 28989（2番人気）�� 17985（8番人気）�� 26369（3番人気）
3連複票数 計 780328 的中 ��� 50830（3番人気）
3連単票数 計1383498 的中 ��� 12448（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．6―49．2―1：01．9―1：14．6―1：27．4―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―3F38．9
1
3
・（7，4）9－6（5，10）－2，3－8－1
7，4（5，9）（10，6）（3，2）8，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイパルサー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．19 中京1着

2013．4．15生 牡5黒鹿 母 プリモレディ 母母 アイオーユー 20戦3勝 賞金 33，925，000円
〔制裁〕 トウシンダイヤ号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



01069 1月20日 晴 稍重 （30京都1）第6日 第9競走 ��
��1，400�

ぎ お ん

� 園 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 ロ ラ イ マ �5鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 452± 01：22．3 3．1�
67 サフランハート 牡5鹿 57 福永 祐一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 450＋ 6 〃 クビ 8．5�
22 キアロスクーロ �5黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494± 01：22．61	 13．5�
44 
 オリエンタルポリス 牡5芦 57 国分 優作下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 482－ 21：22．7� 270．8�
33 オーマイガイ 牡5栗 57 国分 恭介廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 470－ 2 〃 クビ 8．6�
812 メイショウカリン 牝4鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 488＋ 21：22．91� 13．9	
68 バ リ ス 牡7栗 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 502＋ 61：23．11 2．4

56 ゴールドケープ 牝4鹿 54 C．ルメール �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 444＋ 21：23．2� 8．5�
811 ハーツジュニア 牡6鹿 57 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 508＋ 81：23．62� 69．4
55 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 61：24．02� 231．9�
79 
 キングクリチャン 牡9栗 57 小牧 太栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B498－ 61：25．06 241．6�
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710 ヤマカツボーイ 牡6黒鹿57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 50，545，400円 複勝： 60，600，300円 枠連： 17，950，700円
馬連： 104，129，100円 馬単： 49，004，500円 ワイド： 54，183，300円
3連複： 118，904，900円 3連単： 198，010，700円 計： 653，328，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 200円 � 220円 枠 連（1－6） 290円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 520円 �� 590円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 16，160円

票 数

単勝票数 差引計 505454（返還計 57） 的中 � 129554（2番人気）
複勝票数 差引計 606003（返還計 107） 的中 � 129425（2番人気）� 72480（3番人気）� 63940（6番人気）
枠連票数 差引計 179507（返還計 13） 的中 （1－6） 47020（1番人気）
馬連票数 差引計1041291（返還計 384） 的中 �� 56486（6番人気）
馬単票数 差引計 490045（返還計 164） 的中 �� 14957（9番人気）
ワイド票数 差引計 541833（返還計 300） 的中 �� 27353（7番人気）�� 23998（10番人気）�� 12008（15番人気）
3連複票数 差引計1189049（返還計 1127） 的中 ��� 23950（16番人気）
3連単票数 差引計1980107（返還計 1755） 的中 ��� 8883（64番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―11．6―11．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．4―47．0―58．2―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ラ イ マ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．5．22生 �5鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー 16戦3勝 賞金 50，233，000円
〔出走取消〕 ヤマカツボーイ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

01070 1月20日 晴 稍重 （30京都1）第6日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス
発走15時00分 （芝・右）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ケイティクレバー 牡3鹿 56 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 千歳 社台ファーム 444± 02：02．7 4．5�
89 マイハートビート 牡3鹿 56 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 446－ 22：03．23 14．6�
11 テイエムディラン 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 464－ 4 〃 ハナ 66．8�
22 バイオレントブロー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 476＋ 22：03．41 24．7�
66 フォックスクリーク 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 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：03．61� 3．5	
88 スーパーフェザー 牡3鹿 56 M．デムーロ�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 アタマ 1．8

55 ウインラナキラ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 396－ 62：04．23	 18．4�
77 ワタシヲマッテル 牝3栗 54 岩田 康誠小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 454－ 22：05．58 63．7�
33 
 ビップレイジング 牡3栗 56 小牧 太三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 細川牧場 452－122：07．09 163．6
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売 得 金
単勝： 78，974，200円 複勝： 99，178，900円 枠連： 17，990，000円
馬連： 125，626，700円 馬単： 79，233，400円 ワイド： 61，301，800円
3連複： 153，832，500円 3連単： 399，923，800円 計： 1，016，061，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 230円 � 400円 � 1，650円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，840円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 20，480円 3 連 単 ��� 110，240円

票 数

単勝票数 計 789742 的中 � 139913（3番人気）
複勝票数 計 991789 的中 � 132936（3番人気）� 63781（4番人気）� 13244（8番人気）
枠連票数 計 179900 的中 （4－8） 30585（2番人気）
馬連票数 計1256267 的中 �� 46143（6番人気）
馬単票数 計 792334 的中 �� 15137（11番人気）
ワイド票数 計 613018 的中 �� 31492（5番人気）�� 5338（20番人気）�� 3779（22番人気）
3連複票数 計1538325 的中 ��� 5631（36番人気）
3連単票数 計3999238 的中 ��� 2630（171番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．2―12．4―12．6―12．8―12．1―11．7―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―38．0―50．4―1：03．0―1：15．8―1：27．9―1：39．6―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイティクレバー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．10 阪神3着

2015．4．20生 牡3鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 7戦2勝 賞金 39，173，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01071 1月20日 晴 重 （30京都1）第6日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

59 ドライヴナイト 牡5黒鹿56 藤岡 佑介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 534± 01：23．8 7．3�
816 コウエイエンブレム 牡5栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 536－ 61：24．11	 2．5�
714 サウススターマン 牡7黒鹿57 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 522＋ 61：24．73
 13．9�
815 ラインシュナイダー 牡6鹿 57 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 480＋ 21：24．8	 4．9�
510 イーデンホール 牡6栗 56 福永 祐一�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 504＋10 〃 ハナ 38．5�
612 サトノファンタシー 牡5鹿 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 484＋ 4 〃 アタマ 6．2	
713 ヒロブレイブ 牡5鹿 56 四位 洋文石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 490＋10 〃 アタマ 13．0

24 ラテンロック 牡7鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 510＋101：25．01 23．7�
48 シンゼンレンジャー 牡9黒鹿56 C．ルメール 原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 516＋ 41：25．21� 44．4�
36 プレスティージオ 牡5栗 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 B494＋ 21：25．51	 33．5
611 ウインムート 牡5青鹿57 岩田 康誠�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 506＋ 41：25．71
 16．3�
11 ゴーインググレート 牡8栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 494＋101：25．8クビ 75．2�
12 ナガラオリオン 牡9鹿 57 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 470－ 21：25．9
 124．6�
23 ヒラボクプリンス 牡8鹿 56 池添 謙一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 502－101：26．0	 296．4�
35 サウンドスカイ 牡5栗 56 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 498－ 81：26．1
 403．0�
47 マキャヴィティ 牡7栗 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム B506＋101：28．0大差 271．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 92，085，500円 複勝： 143，922，000円 枠連： 74，744，500円
馬連： 321，737，400円 馬単： 116，871，800円 ワイド： 158，743，500円
3連複： 461，364，900円 3連単： 606，868，400円 計： 1，976，338，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 130円 � 300円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，460円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 17，380円

票 数

単勝票数 計 920855 的中 � 99786（4番人気）
複勝票数 計1439220 的中 � 167614（3番人気）� 379563（1番人気）� 95712（6番人気）
枠連票数 計 747445 的中 （5－8） 103122（2番人気）
馬連票数 計3217374 的中 �� 250081（2番人気）
馬単票数 計1168718 的中 �� 35660（6番人気）
ワイド票数 計1587435 的中 �� 101638（2番人気）�� 25653（18番人気）�� 77847（4番人気）
3連複票数 計4613649 的中 ��� 104689（8番人気）
3連単票数 計6068684 的中 ��� 25315（40番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―12．1―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．0―47．1―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドライヴナイト �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．18 新潟2着

2013．3．18生 牡5黒鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 16戦6勝 賞金 84，116，000円
〔発走状況〕 マキャヴィティ号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 マキャヴィティ号の騎手浜中俊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マキャヴィティ号は，平成30年1月21日から平成30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。

01072 1月20日 晴 稍重 （30京都1）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：31．4
1：30．7

良
良

11 グランドロワ 牡4栗 56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B484± 01：35．8 20．1�
711 ウインシャトレーヌ 牝4栗 54 M．デムーロ�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 488± 0 〃 クビ 3．1�
45 フライングレディ 牝5黒鹿55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 432＋ 41：36．01� 27．7�
69 エルビッシュ 牝5黒鹿55 C．ルメール 吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 8 〃 アタマ 2．2�
22 ドラゴンマジック 	6栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 514＋ 41：36．1クビ 52．6�
34 ジョーアラビカ 牡4芦 56 酒井 学上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 506＋ 21：36．31� 10．4	
57 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 福永 祐一�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 510＋ 21：36．72
 19．2

58 グランノーブル 牡5鹿 57 中井 裕二三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 500－ 61：36．91� 133．9�
610� ヘヴントゥナイト 牡4芦 56 和田 竜二 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 474＋ 1 〃 アタマ 25．2
33 ビップキャッツアイ 牝4黒鹿54 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490＋181：37．0
 115．3�
712 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 434± 01：37．21 24．5�
813 トルネードアレイ 牡4黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 41：37．3
 7．7�
814 シゲルボブキャット 牡4栗 56 幸 英明森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 460＋12 〃 ハナ 190．5�
46 クラシックリディア 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋101：38．04 99．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，383，000円 複勝： 65，424，000円 枠連： 25，644，200円
馬連： 136，011，100円 馬単： 61，182，400円 ワイド： 74，739，300円
3連複： 174，863，400円 3連単： 279，752，800円 計： 876，000，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 420円 � 160円 � 500円 枠 連（1－7） 3，160円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 5，400円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 17，470円 3 連 単 ��� 150，460円

票 数

単勝票数 計 583830 的中 � 23166（6番人気）
複勝票数 計 654240 的中 � 34457（6番人気）� 147125（2番人気）� 27852（7番人気）
枠連票数 計 256442 的中 （1－7） 6271（11番人気）
馬連票数 計1360111 的中 �� 28785（14番人気）
馬単票数 計 611824 的中 �� 4247（30番人気）
ワイド票数 計 747393 的中 �� 18008（10番人気）�� 3444（43番人気）�� 16267（12番人気）
3連複票数 計1748634 的中 ��� 7504（50番人気）
3連単票数 計2797528 的中 ��� 1348（344番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．6―46．9―59．2―1：11．1―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2016．6．25 阪神2着

2014．3．24生 牡4栗 母 クールネージュ 母母 Kool Arrival 11戦2勝 賞金 21，925，000円
〔制裁〕 グランドロワ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）について戒告。



（30京都1）第6日 1月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 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

216，050，000円
20，950，000円
1，160，000円
23，850，000円
65，356，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
544，688，900円
794，073，000円
237，483，600円
1，125，439，100円
534，043，700円
645，721，200円
1，494，610，800円
2，297，480，600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 7，673，540，900円

総入場人員 14，176名 （有料入場人員 13，416名）
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