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01073 1月21日 晴 稍重 （30京都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

11 ク ー ド ロ ア 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 432－ 21：57．7 2．4�
66 アイスミディ 牝3栗 54 岩崎 翼村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 444－ 61：57．8� 29．2�
44 アンフィニスター 牝3鹿 54 国分 恭介池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 530－ 81：58．33 18．0�
810 キタノタマテバコ 牝3鹿 54 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 414－ 21：58．51� 4．2�
77 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 470± 01：59．13� 7．5�
22 グッジョブハニー 牝3鹿 54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 488－ 61：59．2� 110．2	
89 エイシンヘリテイジ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 450－ 41：59．51� 11．2

33 ナイトレイン 牝3鹿 54 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 ハナ 5．7�
55 ダイヤモンドアイズ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 470± 02：02．1大差 86．4�
78 パーフェクトクイン 牝3鹿 54 川島 信二髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 436－ 42：02．3� 10．8�
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売 得 金
単勝： 23，973，800円 複勝： 29，403，800円 枠連： 10，101，600円
馬連： 46，309，300円 馬単： 25，363，600円 ワイド： 29，747，600円
3連複： 63，688，100円 3連単： 99，931，000円 計： 328，518，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 440円 � 440円 枠 連（1－6） 4，080円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，000円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 11，480円 3 連 単 ��� 49，620円

票 数

単勝票数 計 239738 的中 � 79736（1番人気）
複勝票数 計 294038 的中 � 79531（1番人気）� 13538（8番人気）� 13646（7番人気）
枠連票数 計 101016 的中 （1－6） 1916（14番人気）
馬連票数 計 463093 的中 �� 10263（17番人気）
馬単票数 計 253636 的中 �� 3758（20番人気）
ワイド票数 計 297476 的中 �� 5956（18番人気）�� 7847（14番人気）�� 2548（28番人気）
3連複票数 計 636881 的中 ��� 4159（39番人気）
3連単票数 計 999310 的中 ��� 1460（176番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．5―13．5―13．5―13．1―13．2―13．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．9―51．4―1：04．9―1：18．0―1：31．2―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ー ド ロ ア �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．12．28 阪神2着

2015．2．16生 牝3鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 クードロア号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

01074 1月21日 晴 稍重 （30京都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

55 � ベストマイウェイ 牡3鹿 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B528－ 41：55．8 1．4�
89 キタサンタイドー 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム 508± 0 〃 クビ 8．2�

22 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿56 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 486± 01：56．12 7．6�
33 センスオブワンダー 牡3栗 56 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B454－ 41：56．2� 46．7�
11 グランサージュ 牡3黒鹿56 岩崎 翼宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 470－ 4 〃 ハナ 42．5�
810 ライブリテックス 牡3青鹿56 幸 英明加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 494± 01：56．3� 5．8	
78 ビストオブバーデン 牡3青鹿56 川田 将雅�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 460－ 41：56．61� 16．5

66 コ ク シ ネ ル 牡3栗 56 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 平取 北島牧場 472－ 41：58．210 177．4�
77 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 448－ 21：58．3� 259．8�
44 ツーエムポラリス 牡3栃栗 56

55 ☆加藤 祥太村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 ディアレスト
クラブ 466＋ 21：58．94 169．4
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売 得 金
単勝： 26，535，600円 複勝： 82，844，700円 枠連： 9，695，900円
馬連： 37，219，000円 馬単： 28，886，300円 ワイド： 26，914，200円
3連複： 53，159，600円 3連単： 122，348，500円 計： 387，603，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（5－8） 180円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 200円 �� 190円 �� 650円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，280円

票 数

単勝票数 計 265356 的中 � 149882（1番人気）
複勝票数 計 828447 的中 � 631625（1番人気）� 36413（4番人気）� 43867（3番人気）
枠連票数 計 96959 的中 （5－8） 40391（1番人気）
馬連票数 計 372190 的中 �� 59636（3番人気）
馬単票数 計 288863 的中 �� 33178（3番人気）
ワイド票数 計 269142 的中 �� 36723（3番人気）�� 41070（2番人気）�� 8168（9番人気）
3連複票数 計 531596 的中 ��� 45727（3番人気）
3連単票数 計1223485 的中 ��� 38752（6番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．9―13．6―12．8―12．4―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．5―52．1―1：04．9―1：17．3―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベストマイウェイ �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2017．10．14 京都6着

2015．3．7生 牡3鹿 母 Hug It Out 母母 Dazzling Contrast 4戦1勝 賞金 8，300，000円

第１回 京都競馬 第７日



01075 1月21日 晴 稍重 （30京都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

612 メイショウタイシ 牡3栗 56 福永 祐一松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 492＋161：27．4 4．5�
36 ビッグデータ 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 426＋ 21：27．82� 2．0�
714 プリヴェット 牝3鹿 54 藤岡 佑介下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 464－ 41：28．11� 27．9�
12 クインズカトレア 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 406± 01：28．42 11．9�
815 ルクスムンディー 牡3鹿 56 �島 克駿前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 504＋ 2 〃 ハナ 16．1�
48 パープルヒビキ 牡3栗 56 柴田 未崎中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 512－ 41：28．61� 176．4	
47 バトードラムール 牝3鹿 54 岩崎 翼村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 444－ 8 〃 クビ 13．3

816 イチザティアラ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太奈良﨑孝一郎氏 柴田 光陽 新ひだか 木下牧場 464－101：29．23� 394．1�
611 ラベンダーパープル 牡3黒鹿56 小牧 太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436－ 21：29．41 20．0
24 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿54 国分 恭介副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 424－ 21：29．82� 313．2�
713 ワイルドアクター 牡3鹿 56 松田 大作小川 勲氏 作田 誠二 むかわ 上水牧場 430± 0 〃 クビ 116．5�
23 カ シ ャ ー サ 牝3黒鹿54 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 424－141：30．86 55．1�
35 カープギャル 牝3鹿 54 水口 優也西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474＋ 81：30．9� 415．4�
510 カズアピアーニ 牡3鹿 56 松岡 正海合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B478－ 41：32．28 18．4�
11 ペイシャモカ 牝3鹿 54 田中 健北所 直人氏 坂口 正則 浦河 梅田牧場 478－ 41：32．3クビ 252．7�
59 バイタルコード 牡3鹿 56 浜中 俊林 正道氏 松下 武士 新ひだか 矢野牧場 508－ 4 （競走中止） 6．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，756，900円 複勝： 40，279，900円 枠連： 12，175，700円
馬連： 55，005，800円 馬単： 26，400，100円 ワイド： 37，949，200円
3連複： 78，055，500円 3連単： 101，935，300円 計： 381，558，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 110円 � 380円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，260円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 11，550円

票 数

単勝票数 計 297569 的中 � 52397（2番人気）
複勝票数 計 402799 的中 � 54268（2番人気）� 137765（1番人気）� 17187（9番人気）
枠連票数 計 121757 的中 （3－6） 23503（1番人気）
馬連票数 計 550058 的中 �� 92547（1番人気）
馬単票数 計 264001 的中 �� 18015（2番人気）
ワイド票数 計 379492 的中 �� 43486（1番人気）�� 6852（16番人気）�� 14189（6番人気）
3連複票数 計 780555 的中 ��� 23682（7番人気）
3連単票数 計1019353 的中 ��� 6397（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．6―49．1―1：01．9―1：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．3
3 ・（9，12，14）－（5，7，15）（8，6）3（13，2）（4，10）16（1，11） 4 12（9，14）（7，15）6，8，2，5，3（13，16，11）（4，10）1

勝馬の
紹 介

メイショウタイシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．30 札幌3着

2015．2．27生 牡3栗 母 ホーマンフリップ 母母 レーゲンボーゲン 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔競走中止〕 バイタルコード号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

01076 1月21日 晴 稍重 （30京都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

66 プロミストリープ 牝3栗 54 浜中 俊 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 468－101：26．5 1．4�
810 メイショウコゴミ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 434± 01：26．6� 4．6�
67 イサチルルンルン 牝3鹿 54 国分 恭介小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 434＋ 41：27．55 38．2�
33 ダンツチョイス 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 450＋ 21：27．81� 28．5�
11 メリッサーニ 牝3鹿 54 松岡 正海�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 498－ 41：27．9� 6．7	
811 ベルアーシュ 牝3芦 54 �島 克駿矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 460－ 21：28．32� 45．5

44 ガウラミディ 牝3栗 54 岩崎 翼村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 2 〃 ハナ 33．7�
78 デルマシャンパン 牝3黒鹿54 四位 洋文浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 448－ 81：28．4クビ 21．4�
22 エレスチャル 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 442－ 4 〃 クビ 68．2

55 ア プ ロ ー ズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 438＋ 21：29．88 35．3�

79 ジェッシージェニー 牝3栗 54 �島 良太松田 整二氏 牧浦 充徳 平取 びらとり牧場 428－ 61：30．54 125．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，158，800円 複勝： 88，871，300円 枠連： 11，674，000円
馬連： 53，808，500円 馬単： 37，232，700円 ワイド： 41，250，300円
3連複： 77，237，900円 3連単： 154，622，200円 計： 496，855，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 360円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 220円 �� 610円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 4，710円

票 数

単勝票数 計 321588 的中 � 173724（1番人気）
複勝票数 計 888713 的中 � 604430（1番人気）� 71258（3番人気）� 18430（8番人気）
枠連票数 計 116740 的中 （6－8） 30304（1番人気）
馬連票数 計 538085 的中 �� 114558（1番人気）
馬単票数 計 372327 的中 �� 61942（1番人気）
ワイド票数 計 412503 的中 �� 58291（2番人気）�� 15987（7番人気）�� 6040（19番人気）
3連複票数 計 772379 的中 ��� 26330（7番人気）
3連単票数 計1546222 的中 ��� 23774（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―36．4―49．4―1：02．1―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロミストリープ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．28 東京1着

2015．2．6生 牝3栗 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 2戦2勝 賞金 14，200，000円



01077 1月21日 晴 良 （30京都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

48 エポカドーロ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 498＋141：36．1 5．6�

12 ラ ノ カ ウ 牝3栗 54 松田 大作畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 438－ 21：36．52� 4．6�
47 パシュパティナート 牝3黒鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：37．03 4．4�
36 メイショウサンアイ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476－ 2 〃 クビ 31．2�
11 フリーガーアス 牡3青鹿56 �島 克駿吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444－101：37．21 71．0�
815 ワイルドフィクサー 牡3鹿 56 小牧 太小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 496＋ 61：37．41� 9．9	
713 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 54 国分 優作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 432＋ 41：37．5� 6．9

23 コンパウンダー 牡3黒鹿56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－181：37．6� 3．8�
510 シ ー レ ー ン 牡3鹿 56 川島 信二谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464± 01：37．91� 76．6�
59 エメラルドプラバ 牝3栗 54 �島 良太大樹ファーム 寺島 良 浦河 大樹ファーム 452－ 21：38．11� 182．4�
714 ウインカルナヴァル 牡3栗 56 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 474＋10 〃 ハナ 243．4�
612 ブルベアハーブ 牡3鹿 56 岩崎 翼 �ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480± 01：38．31 126．7�
35 タイセイトレイル 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：38．4� 31．1�
611 サトノガバナー 牡3青鹿56 国分 恭介 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 チャンピオン

ズファーム 476± 01：38．5� 159．8�
816 メメディーン 牡3鹿 56 幸 英明本谷 惠氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 466－ 41：39．24 283．1�
24 コパノロビンソン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 432－ 6 〃 クビ 89．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，734，100円 複勝： 45，315，100円 枠連： 15，187，000円
馬連： 61，412，500円 馬単： 26，231，400円 ワイド： 40，053，200円
3連複： 85，882，200円 3連単： 105，835，700円 計： 409，651，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 170円 � 170円 枠 連（1－4） 690円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 520円 �� 390円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 297341 的中 � 41893（4番人気）
複勝票数 計 453151 的中 � 51097（5番人気）� 73320（3番人気）� 74894（2番人気）
枠連票数 計 151870 的中 （1－4） 16972（2番人気）
馬連票数 計 614125 的中 �� 34321（6番人気）
馬単票数 計 262314 的中 �� 7275（13番人気）
ワイド票数 計 400532 的中 �� 18775（8番人気）�� 26642（2番人気）�� 27635（1番人気）
3連複票数 計 858822 的中 ��� 40964（3番人気）
3連単票数 計1058357 的中 ��� 7784（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．8―12．1―12．2―12．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．0―48．1―1：00．3―1：12．6―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 ・（8，4）（2，12，14，15）16（13，7）5（1，10，3）6（9，11） 4 ・（8，4）（2，15）（12，14，7）16（1，13，3）（5，10，6）（9，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エポカドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．10．9 京都3着

2015．2．15生 牡3黒鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 メイショウサンアイ号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13

番・14番・5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 ティーサムライ号
（非抽選馬） 1頭 クリノアリエル号

01078 1月21日 晴 良 （30京都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

714 オールフォーラヴ 牝3鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 458 ―1：49．5 3．6�
35 アロハリリー 牝3青鹿54 �島 克駿吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 クビ 8．9�
12 グレートウォリアー 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510 ―1：49．71� 1．9�
11 トーセンアイトーン 牡3黒鹿56 四位 洋文島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440 ―1：50．33� 16．9	
612 ロードゴラッソ 牡3青 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 470 ―1：50．61� 24．4

510 キングスクロス 牡3黒鹿56 幸 英明落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466 ―1：50．7クビ 56．5�
815 アイスストーム 牡3鹿 56

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 526 ―1：50．8� 12．0�

36 メルジェリーナ 牝3鹿 54 田中 健 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 440 ―1：50．9� 60．9
59 ココナッツスルー 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：51．64 13．9�
713 フォロミーバゴ 牝3黒鹿54 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 456 ―1：52．02� 259．7�
816 ステップアップ 牡3黒鹿56 国分 優作岡田 牧雄氏 奥村 豊 日高 豊郷牧場 470 ―1：52．1� 199．9�
24 シーサイドロマンス 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：52．52� 79．5�
47 	 ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 54 水口 優也�ノースヒルズ 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 446 ―1：53．24 59．4�
48 ロックザボート 牝3鹿 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466 ―1：53．83� 70．3�
611 レジーナシップ 牝3黒鹿54 小林 徹弥永山 勝敏氏 藤沢 則雄 新ひだか 今 牧場 438 ―1：54．86 179．7�
23 テイエムゼッケイ 牝3栗 54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 村下農場 446 ―1：56．28 379．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，007，900円 複勝： 39，863，900円 枠連： 15，261，300円
馬連： 62，284，000円 馬単： 33，986，600円 ワイド： 38，270，000円
3連複： 76，548，100円 3連単： 116，013，200円 計： 419，235，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（3－7） 1，520円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 440円 �� 180円 �� 340円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 6，930円

票 数

単勝票数 計 370079 的中 � 81235（2番人気）
複勝票数 計 398639 的中 � 79283（2番人気）� 39287（3番人気）� 121624（1番人気）
枠連票数 計 152613 的中 （3－7） 7743（6番人気）
馬連票数 計 622840 的中 �� 26793（6番人気）
馬単票数 計 339866 的中 �� 9297（7番人気）
ワイド票数 計 382700 的中 �� 19055（4番人気）�� 67010（1番人気）�� 26031（2番人気）
3連複票数 計 765481 的中 ��� 71029（1番人気）
3連単票数 計1160132 的中 ��� 12129（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．9―48．1―1：01．1―1：13．9―1：25．8―1：37．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールフォーラヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．3．14生 牝3鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジーナシップ号・テイエムゼッケイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

2月21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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ヴィグランドユウキ号・オスカールビー号・オルトシア号・クールリフレイン号・ハイドラン号・ヨキニハカラエ号



01079 1月21日 晴 稍重 （30京都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

69 ビッグアイランド 牡4鹿 56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 514± 01：53．4 3．4�
813 ワタシノロザリオ 牝4青鹿54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 444－ 41：53．93 10．6�
58 ネクストムーブ 牡5栗 57 藤岡 佑介林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 518＋ 4 〃 クビ 2．6�
711 ナムラヘラクレス 牡4鹿 56 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 492＋101：54．32� 41．0�
712 ミヤジユウダイ 牡4鹿 56 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 540－ 21：54．51� 170．6�
57 � ダブルアックス 牡5黒鹿57 小牧 太田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 522－181：55．13� 44．7	
11 フォレストタウン 牡4黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 510－ 21：55．31� 8．1

34 アンタガシャチョウ 牡4黒鹿56 浜中 俊 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 B526－ 41：55．51 8．5�
33 オーサムバローズ 牡4鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 498＋ 4 〃 クビ 16．1�
46 ブリーズスズカ 牡5青鹿57 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 474－ 41：55．82 24．4
45 � フ ェ ン ガ リ 牡7栗 57 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 506± 01：56．01� 369．5�
22 スナークレッド 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 498＋ 61：56．63� 230．8�
610 トウショウコマンチ 牡5青鹿57 �島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋ 61：56．7クビ 12．9�
814� メイショウミツタダ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太松本 和子氏 坂口 正則 浦河 三嶋牧場 534＋ 41：57．55 168．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，975，800円 複勝： 39，895，400円 枠連： 15，480，700円
馬連： 72，304，700円 馬単： 32，407，200円 ワイド： 43，198，500円
3連複： 97，913，400円 3連単： 131，166，000円 計： 462，341，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 110円 枠 連（6－8） 1，460円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 490円 �� 190円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 299758 的中 � 69242（2番人気）
複勝票数 計 398954 的中 � 72855（2番人気）� 44245（3番人気）� 114968（1番人気）
枠連票数 計 154807 的中 （6－8） 8185（7番人気）
馬連票数 計 723047 的中 �� 27277（8番人気）
馬単票数 計 324072 的中 �� 8351（10番人気）
ワイド票数 計 431985 的中 �� 19349（5番人気）�� 70500（1番人気）�� 26035（2番人気）
3連複票数 計 979134 的中 ��� 72465（2番人気）
3連単票数 計1311660 的中 ��� 12433（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―13．0―12．8―13．0―12．7―12．8―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．6―49．4―1：02．4―1：15．1―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビッグアイランド �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2017．7．8 中京12着

2014．5．26生 牡4鹿 母 ブ ル ー ア イ 母母 ドリーミーアイ 6戦2勝 賞金 16，800，000円

01080 1月21日 晴 良 （30京都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

68 ホットファイヤー 牡5鹿 57 福永 祐一西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 478± 02：02．3 5．5�
711 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 454－ 4 〃 ハナ 25．9�
710 カ ラ ル 牡4黒鹿56 �島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 42：02．61� 6．1�
813 ゴ ー ド ン �4黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �カナヤマホール
ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 490＋ 42：02．7� 7．0�

44 パリンジェネシス 牡4黒鹿 56
55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 508－ 22：02．8� 2．9	

69 	 サンライズサーカス 牡5青鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 510－ 8 〃 クビ 14．8

57 ウインシトリン 牝4黒鹿54 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 22：02．9� 70．9�
22 ワンダーアビルマン 牡5黒鹿57 岩崎 翼山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 484－ 8 〃 アタマ 58．3�
11 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 56 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 462＋162：03．0� 11．9
33 ブリシンガメン 牝4栗 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 12．0�
56 キャノンストーム 牡5黒鹿57 小牧 太前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 62：03．1クビ 17．0�
45 シ シ オ ウ 牡4鹿 56 川田 将雅 �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± 0 〃 クビ 19．4�
812	 モ ー グ リ 牡6栗 57 高倉 稜大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 560＋ 22：06．5大差 119．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，777，700円 複勝： 40，191，900円 枠連： 16，007，400円
馬連： 73，048，400円 馬単： 28，359，700円 ワイド： 41，597，500円
3連複： 92，981，800円 3連単： 110，558，400円 計： 430，522，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 460円 � 230円 枠 連（6－7） 860円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 7，650円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 590円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 8，940円 3 連 単 ��� 40，310円

票 数

単勝票数 計 277777 的中 � 39824（2番人気）
複勝票数 計 401919 的中 � 45601（4番人気）� 19797（9番人気）� 48949（3番人気）
枠連票数 計 160074 的中 （6－7） 14268（3番人気）
馬連票数 計 730484 的中 �� 11716（23番人気）
馬単票数 計 283597 的中 �� 2777（29番人気）
ワイド票数 計 415975 的中 �� 8051（17番人気）�� 18931（4番人気）�� 8046（18番人気）
3連複票数 計 929818 的中 ��� 7793（34番人気）
3連単票数 計1105584 的中 ��� 1988（134番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．4―12．4―12．6―12．6―12．3―11．8―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．8―48．2―1：00．8―1：13．4―1：25．7―1：37．5―1：49．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ホットファイヤー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．4 中京6着

2013．4．8生 牡5鹿 母 サワノプリマベーラ 母母 サワノビンティ 28戦2勝 賞金 21，500，000円



01081 1月21日 晴 良 （30京都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，29．1．21以降30．1．14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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 マイネルレオーネ 牡6黒鹿55 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 398± 02：27．8 16．7�

57 サトノリュウガ 牡4鹿 55 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：28．11� 3．4�
56 ウインヴォラーレ 牡5黒鹿57 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 462－ 62：28．42 2．5�
45 サイモンラムセス 牡8鹿 55 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B450－ 4 〃 ハナ 42．2�
710 プティットクルール 牝4黒鹿50 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 438－ 22：28．5クビ 152．5�
11 ラウレアブルーム 牡6鹿 53 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 502－ 42：28．6� 29．3	
22 ライトファンタジア 牝6栗 52 荻野 極吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 アタマ 15．0

69 � マサハヤダイヤ 牡5栗 54 岩崎 翼中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480± 02：28．81� 26．0�
68 ショウボート 牡6栗 55 幸 英明馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472± 02：29．12 10．2�
33 � エアシーラン 牡6黒鹿52 加藤 祥太村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 506＋ 8 〃 クビ 205．8
711 メイショウカミシマ 牡4黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 452± 02：29．52� 13．3�
813 ストンライティング 牡5鹿 57 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 440± 02：29．71 7．5�
812 ララエクラテール 牡6鹿 55 藤岡 佑介フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B432＋ 42：29．8� 28．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，914，100円 複勝： 57，511，500円 枠連： 23，814，900円
馬連： 119，439，700円 馬単： 53，902，700円 ワイド： 66，476，800円
3連複： 158，600，600円 3連単： 235，752，000円 計： 761，412，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 250円 � 140円 � 120円 枠 連（4－5） 780円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 660円 �� 500円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 18，580円

票 数

単勝票数 計 459141 的中 � 21910（7番人気）
複勝票数 計 575115 的中 � 41626（6番人気）� 108581（2番人気）� 156233（1番人気）
枠連票数 計 238149 的中 （4－5） 23636（4番人気）
馬連票数 計1194397 的中 �� 39335（10番人気）
馬単票数 計 539027 的中 �� 5842（25番人気）
ワイド票数 計 664768 的中 �� 22161（10番人気）�� 30845（3番人気）�� 103920（1番人気）
3連複票数 計1586006 的中 ��� 79345（4番人気）
3連単票数 計2357520 的中 ��� 9199（44番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．9―12．7―12．5―12．5―12．5―12．9―12．4―12．0―12．0―12．1

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―24．3―36．2―48．9―1：01．4―1：13．9―1：26．4―1：39．3―1：51．7―2：03．7―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルレオーネ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2014．11．9 京都9着

2012．2．15生 牡6黒鹿 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 31戦4勝 賞金 64，685，000円

01082 1月21日 曇 稍重 （30京都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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

22 ヤマニンアンプリメ 牝4鹿 54 �島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 480＋ 81：12．3 9．6�
58 ラズールリッキー 牝5黒鹿55 松田 大作岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 464＋121：12．4� 27．4�
57 タガノヴィッター 牡5鹿 57 岩崎 翼八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋ 21：12．61� 16．7�
46 ビックリシタナモー 牡4黒鹿56 幸 英明小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 518＋ 21：12．7� 19．0�
813 アシャカダイキ 牝4鹿 54 藤岡 佑介吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 クビ 10．9�
34 オウケンビリーヴ 牝5芦 55 福永 祐一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：12．8� 1．8�
814 サーティグランド 牡6鹿 57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 510± 01：13．01 19．1	
33 メイショウワダイコ 牡6鹿 57 荻野 極松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 540± 01：13．1� 10．3

11 グラッブユアコート 牝6鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 468＋ 21：13．2クビ 6．5�
69 ライドオンウインド 牡6栗 57 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 502－ 21：13．41	 24．9
711 ヒカリマサムネ 牡8栗 57 国分 恭介�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 468－ 6 〃 クビ 131．7�
712 パイメイメイ 牝7鹿 55 加藤 祥太西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B496－101：13．5� 42．3�
45 ジャコカッテ 牡7栗 57 田中 健晴間 芳次氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 518－ 21：14．77 220．0�

（13頭）
610
 リ モ ン デ ィ 牡4鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 534± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，711，800円 複勝： 73，055，700円 枠連： 31，302，500円
馬連： 110，002，400円 馬単： 48，403，100円 ワイド： 61，611，900円
3連複： 126，660，400円 3連単： 175，514，100円 計： 675，261，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 360円 � 870円 � 490円 枠 連（2－5） 5，230円

馬 連 �� 11，980円 馬 単 �� 20，920円

ワ イ ド �� 4，250円 �� 2，020円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 42，670円 3 連 単 ��� 201，980円

票 数

単勝票数 差引計 487118（返還計 76377） 的中 � 40425（3番人気）
複勝票数 差引計 730557（返還計 84786） 的中 � 57049（5番人気）� 20627（10番人気）� 39663（7番人気）
枠連票数 差引計 313025（返還計 1848） 的中 （2－5） 4632（18番人気）
馬連票数 差引計1100024（返還計433443） 的中 �� 7115（33番人気）
馬単票数 差引計 484031（返還計186514） 的中 �� 1735（62番人気）
ワイド票数 差引計 616119（返還計193286） 的中 �� 3717（45番人気）�� 7991（21番人気）�� 3424（48番人気）
3連複票数 差引計1266604（返還計803904） 的中 ��� 2226（106番人気）
3連単票数 差引計1755141（返還計1250868） 的中 ��� 630（525番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．3―36．1―47．9―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアンプリメ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．1 阪神中止

2014．4．5生 牝4鹿 母 ヤマニンエリプス 母母 ヤマニンペニー 12戦4勝 賞金 48，736，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 リモンディ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ヤマニンアンプリメ号の騎手�島良太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7

番）

１レース目



01083 1月21日 曇 良 （30京都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，29．1．21以降30．1．14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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

22 ニシノラッシュ 牡6鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 502＋ 61：23．0 7．6�
33 エスティタート 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �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 444＋ 81：23．21� 19．0�
810 グレイスミノル 牝6青鹿53 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 498－ 21：23．41� 40．7�
44 レインボーフラッグ 牡5鹿 55 川田 将雅 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 クビ 4．1�
66 ロイヤルストリート 牝6鹿 54 福永 祐一下河	行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 446－ 81：23．5� 9．7

67 クライムメジャー 牡4栗 56 荻野 極 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 510－ 21：23．6クビ 3．9�
55 � クリノハッチャン 牝7鹿 50 加藤 祥太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462± 0 〃 クビ 66．4�
78 エントリーチケット 牝4栗 53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：23．7クビ 12．0
79 マイネルパラディ 牡4芦 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 486－ 6 〃 アタマ 11．2�
11 クリノコマチ 牝7栗 50 高倉 稜栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456－121：23．8� 191．1�
811 ダイメイフジ 牡4鹿 55 浜中 俊宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 510± 01：24．11	 3．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 78，043，300円 複勝： 100，857，300円 枠連： 44，752，800円
馬連： 252，003，900円 馬単： 104，145，100円 ワイド： 105，461，500円
3連複： 328，729，400円 3連単： 575，781，400円 計： 1，589，774，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 480円 � 950円 枠 連（2－3） 5，890円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 9，020円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 4，080円 �� 6，040円

3 連 複 ��� 50，450円 3 連 単 ��� 263，700円

票 数

単勝票数 計 780433 的中 � 81190（4番人気）
複勝票数 計1008573 的中 � 99255（4番人気）� 54164（8番人気）� 25347（9番人気）
枠連票数 計 447528 的中 （2－3） 5883（17番人気）
馬連票数 計2520039 的中 �� 40312（22番人気）
馬単票数 計1041451 的中 �� 8657（39番人気）
ワイド票数 計1054615 的中 �� 17742（23番人気）�� 6620（36番人気）�� 4439（43番人気）
3連複票数 計3287294 的中 ��� 4886（94番人気）
3連単票数 計5757814 的中 ��� 1583（491番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―36．1―48．4―1：00．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．7．12 福島1着

2012．3．29生 牡6鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 19戦5勝 賞金 109，056，000円
〔発走状況〕 マイネルパラディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネルパラディ号は，平成30年1月22日から平成30年2月20日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

01084 1月21日 曇 稍重 （30京都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

713 メイショウアリソン 牡4黒鹿 56
55 ☆荻野 極松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 490± 01：12．0 3．1�

714� ゼットマックイーン 牡5鹿 57 水口 優也�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 456－ 41：12．53 205．3�
47 � ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：12．6� 118．3�
816 サンビショップ �6栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 466＋ 81：12．7クビ 31．7�
612 パッシングブリーズ 牡7鹿 57 小牧 太三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 25．1�
36 タマモコーラス 牝4黒鹿54 幸 英明タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 450± 01：12．8� 6．4

48 シルバードリーム 牝5栃栗55 	島 克駿南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 476＋ 21：12．9クビ 21．0�
59 コンドルヒデオ 牡6鹿 57 高倉 稜庄司 修二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 516＋ 4 〃 クビ 86．8�
815 メイショウタラチネ 牝6黒鹿55 川田 将雅松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B470± 01：13．0クビ 5．6
510� アドマイヤシャドウ 牡9鹿 57 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 504＋ 2 〃 ハナ 18．8�
24 テーオーソルジャー 牡7栗 57 	島 良太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 474＋10 〃 アタマ 41．9�
12 ユアマイラブ 牡5鹿 57 浜中 俊ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 61：13．1
 7．7�
35 オンリーワンスター 牝5鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448± 0 〃 クビ 56．6�
11 ナムラヒューマン 牡6芦 57 福永 祐一奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 468± 01：13．41
 6．1�
23 タイセイラナキラ 牝5栗 55 国分 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 518＋141：13．5� 14．7�
611 マイアベーア 牡6青鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 476± 01：15．09 152．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，662，300円 複勝： 77，316，000円 枠連： 44，050，900円
馬連： 166，916，800円 馬単： 65，490，300円 ワイド： 92，258，000円
3連複： 232，582，700円 3連単： 322，391，900円 計： 1，060，668，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 3，750円 � 1，780円 枠 連（7－7） 19，620円

馬 連 �� 26，580円 馬 単 �� 31，100円

ワ イ ド �� 8，590円 �� 4，760円 �� 57，830円

3 連 複 ��� 495，550円 3 連 単 ��� 1，590，020円

票 数

単勝票数 計 596623 的中 � 150084（1番人気）
複勝票数 計 773160 的中 � 158313（1番人気）� 4367（16番人気）� 9399（14番人気）
枠連票数 計 440509 的中 （7－7） 1740（32番人気）
馬連票数 計1669168 的中 �� 4866（58番人気）
馬単票数 計 654903 的中 �� 1579（87番人気）
ワイド票数 計 922580 的中 �� 2772（68番人気）�� 5042（48番人気）�� 409（117番人気）
3連複票数 計2325827 的中 ��� 352（427番人気）
3連単票数 計3223919 的中 ��� 147（1949番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．1―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．3―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアリソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．9生 牡4黒鹿 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 12戦3勝 賞金 34，150，000円

４レース目



（30京都1）第7日 1月21日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 159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
7，780，000円
18，300，000円
1，220，000円
23，130，000円
64，001，000円
4，134，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
469，252，100円
715，406，500円
249，504，700円
1，109，755，000円
510，808，800円
624，788，700円
1，472，039，700円
2，251，849，700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 7，403，405，200円

総入場人員 18，321名 （有料入場人員 17，523名）



平成30年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 84回 出走延頭数 1，144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

1，671，270，000円
36，170，000円
129，690，000円
9，380，000円
189，910，000円
2，000，000円
460，393，500円
31，112，600円
10，982，400円

勝馬投票券売得金
4，549，341，900円
6，294，862，700円
2，229，055，900円
10，886，981，800円
4，987，201，600円
5，778，867，400円
14，425，887，500円
23，292，522，400円
2，329，333，300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 74，774，054，500円

総入場延人員 148，386名 （有料入場延人員 142，364名）
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