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01001 1月5日 曇 良 （31京都1）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10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
1：47．8
1：47．8

重
重

47 ウォータースペース 牝3青鹿54 北村 友一山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 466＋ 21：54．7 7．7�
11 プリカジュール 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 81：56．08 47．3�
510 ロ ズ 牝3鹿 54 国分 恭介 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B438＋ 41：56．1� 88．7�
23 クリノクルミチャン 牝3芦 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 482＋ 41：56．31� 140．5�
35 エイシンロード 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 488＋ 41：56．4� 9．1�
713 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 54

52 △富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 442－ 2 〃 ハナ 44．6	
612 ワインレッドローズ 牝3黒鹿54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 462± 01：56．71� 44．2

714 エ ピ ロ ー グ 牝3鹿 54 岩田 康誠藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 454± 01：56．8� 8．6�
59 ハッピーアモーレ 牝3芦 54 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 528－ 81：57．33 3．2�
48 エンジェルスマイル 牝3鹿 54 池添 謙一山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 420± 01：57．4クビ 22．7
611 ビオレイメル 牝3栗 54 古川 吉洋ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 466＋14 〃 アタマ 8．0�
24 ヒマリチャン 牝3栗 54

52 △森 裕太朗北側 雅勝氏 村山 明 新ひだか 三石橋本牧場 484－ 41：58．35 118．5�
12 ハクサンライラック 牝3栗 54 小崎 綾也河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 488＋ 21：58．83 153．6�
36 プ ロ ム 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 490－ 21：59．54 6．2�
815 ハーゲンフレイヤ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 426－122：02．7大差 295．0�
816 ヘイセイラスト 牝3鹿 54 松山 弘平�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 510－10 （競走中止） 6．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，905，400円 複勝： 63，273，500円 枠連： 22，176，700円
馬連： 96，283，500円 馬単： 41，107，500円 ワイド： 67，432，700円
3連複： 141，825，300円 3連単： 149，939，300円 計： 621，943，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 1，160円 � 1，690円 枠 連（1－4） 8，510円

馬 連 �� 19，740円 馬 単 �� 30，610円

ワ イ ド �� 5，310円 �� 10，870円 �� 18，460円

3 連 複 ��� 404，440円 3 連 単 ��� 1，376，020円

票 数

単勝票数 計 399054 的中 � 40949（4番人気）
複勝票数 計 632735 的中 � 70786（4番人気）� 13300（11番人気）� 8924（12番人気）
枠連票数 計 221767 的中 （1－4） 2018（20番人気）
馬連票数 計 962835 的中 �� 3780（47番人気）
馬単票数 計 411075 的中 �� 1007（79番人気）
ワイド票数 計 674327 的中 �� 3296（48番人気）�� 1600（65番人気）�� 939（85番人気）
3連複票数 計1418253 的中 ��� 263（347番人気）
3連単票数 計1499393 的中 ��� 79（1632番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．3―50．6―1：03．7―1：17．0―1：29．9―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．7
1
3
7（12，16）（1，9）2，14，6（5，11）（4，13）－（3，8）15－10
7（12，9）1（2，14）（5，6，11）（16，4，13）（10，8）－3－15

2
4
7（12，16）（2，9）（1，14）6（5，11）（4，13）（3，8）（10，15）
7，12（1，9）（5，14）11（10，2，6，13）（3，4，8）＝15－16

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォータースペース �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．9 阪神4着

2016．3．15生 牝3青鹿 母 プティプランセス 母母 クリアーパス 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 ヘイセイラスト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーゲンフレイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オノーレペスカ号・コマノベニーニ号・メイショウオトワ号

01002 1月5日 曇 良 （31京都1）第1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

11 アールジオール 牡3栗 56 松山 弘平前原 敏行氏 中竹 和也 新ひだか チャンピオンズファーム 518＋181：55．6 3．0�
714 ヒッチコック 牡3芦 56 国分 恭介薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 494＋ 21：56．13 9．7�
48 モ サ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 494＋301：56．2� 17．7�

612 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 494± 01：56．94 6．2�
24 � ウインプラウド 牡3栗 56 川田 将雅�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

482＋ 21：57．11 4．6�
815 ショウナンアリババ 牡3栗 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 468＋ 2 〃 クビ 5．9	
36 プライムシスター 牝3黒鹿54 福永 祐一合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 488＋ 41：57．2クビ 10．6

611 シ イ チ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希仲山誉志夫氏 森 秀行 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 4 〃 クビ 399．2�
510 タニノシェクハンド 牡3栗 56 小崎 綾也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 480＋ 21：57．3� 242．8�
23 イシュタルゲート 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B508＋ 2 〃 クビ 19．1
713� ファインスティール 牝3鹿 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 高柳 大輔 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

510－ 61：57．4クビ 33．9�
35 ビップゼロワン 牡3鹿 56 国分 優作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 472＋12 〃 ハナ 71．9�
59 ダンツスピリット 牡3黒鹿56 小林 徹弥山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 476± 01：57．5� 194．6�
47 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 	島 良太西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 516＋161：57．71
 176．8�
816 クリノイカズチオー 牡3青鹿 56

53 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 418－ 81：57．8� 172．4�
12 ペイシャジョーダン 牡3青鹿56 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 正則 平取 二風谷ファーム 452－ 61：59．410 205．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，977，800円 複勝： 59，460，100円 枠連： 19，615，300円
馬連： 81，879，300円 馬単： 37，311，500円 ワイド： 57，838，500円
3連複： 119，996，900円 3連単： 132，127，500円 計： 547，206，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 280円 � 640円 枠 連（1－7） 1，430円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，670円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 14，150円 3 連 単 ��� 40，030円

票 数

単勝票数 計 389778 的中 � 103224（1番人気）
複勝票数 計 594601 的中 � 104260（1番人気）� 54968（5番人気）� 19786（8番人気）
枠連票数 計 196153 的中 （1－7） 10609（5番人気）
馬連票数 計 818793 的中 �� 36611（7番人気）
馬単票数 計 373115 的中 �� 10653（9番人気）
ワイド票数 計 578385 的中 �� 18726（9番人気）�� 8853（20番人気）�� 4826（30番人気）
3連複票数 計1199969 的中 ��� 6358（46番人気）
3連単票数 計1321275 的中 ��� 2393（135番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．6―13．3―13．5―13．1―12．7―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―38．0―51．3―1：04．8―1：17．9―1：30．6―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．7
1
3
1，4（5，8，13）12（6，16）15（9，14）（7，10，11）－2－3
1（4，13）（5，14）（12，8）（6，15，16）－（9，11）－（7，2）10－3

2
4
1－4（5，13）8（12，16）（6，15）14（9，11）（7，10）－2－3
1（4，14）（5，13）（12，8）（6，15，16）－（9，11）（10，7）2，3

勝馬の
紹 介

アールジオール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Theatrical デビュー 2018．9．29 阪神6着

2016．2．7生 牡3栗 母 キングスミール 母母 スルーオール 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 クリノイカズチオー号の騎手西村淳也は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・14番）

ダンツスピリット号の騎手小林徹弥は，1コーナー手前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）
※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。
（非抽選馬） 4頭 ケイアイマホガニー号・テイエムハイウェイ号・ミッキーバラード号・メイショウヨソユキ号

第１回 京都競馬 第１日



01003 1月5日 曇 良 （31京都1）第1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）

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
1：20．3

重
不良

24 シンゼンマックス 牡3栗 56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 480－ 21：25．6 3．2�
611 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝3栗 54 北村 友一ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 41：26．98 2．0�
59 カ リ ッ サ 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408＋ 2 〃 クビ 7．2�
714 メイショウイギョク 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：27．0� 26．7�
47 メイショウカササギ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 462－ 21：27．1� 14．1�
612 エイシンオルデン 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 446－12 〃 ハナ 109．0	
11 クリノライジン 牡3栗 56

54 △富田 暁栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 486＋ 61：27．2アタマ 35．3

815 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 478＋ 21：27．41� 25．9�
510 ハイワールド 牡3栗 56 小崎 綾也服部 新平氏 小崎 憲 新ひだか へいはた牧場 424＋101：27．72 41．5�
36 アイスバーグアリー 牝3青鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：27．8� 15．0
12 ベストクィーン 牝3栗 54 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 416－ 2 〃 アタマ 53．2�
713 タガノシュトラール 牡3栗 56 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B476＋ 81：28．22� 86．7�
816 ブラックエヴァン 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 458＋ 81：29．15 353．7�
35 パープルカムカム 牡3栗 56 柴田 未崎中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 栄進牧場 420＋121：29．52� 335．7�
48 ビ ー サ ル ー 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也馬場 祥晃氏 高柳 大輔 新ひだか 嶋田牧場 422＋161：30．03 256．6�
23 トーヨーダッシュ 牡3栗 56 柴山 雄一中嶋 宏氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 B472－ 21：30．63� 237．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，459，900円 複勝： 76，349，100円 枠連： 19，544，200円
馬連： 80，634，500円 馬単： 47，406，900円 ワイド： 63，644，200円
3連複： 124，546，300円 3連単： 183，428，400円 計： 636，013，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（2－6） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 300円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 404599 的中 � 99473（2番人気）
複勝票数 計 763491 的中 � 164119（2番人気）� 308868（1番人気）� 70447（3番人気）
枠連票数 計 195442 的中 （2－6） 47729（1番人気）
馬連票数 計 806345 的中 �� 204817（1番人気）
馬単票数 計 474069 的中 �� 45776（2番人気）
ワイド票数 計 636442 的中 �� 124384（1番人気）�� 34861（3番人気）�� 48971（2番人気）
3連複票数 計1245463 的中 ��� 124964（1番人気）
3連単票数 計1834284 的中 ��� 37829（5番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―12．3―12．0―12．3―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．6―47．6―59．9―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（4，14）－11，12（1，2，7）（6，15）－（9，10）16（5，13）3＝8 4 4，14－11，12，1，2（6，15，7）9－（10，16，13）5－3＝8

勝馬の
紹 介

シンゼンマックス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．10．20 京都4着

2016．5．8生 牡3栗 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 5戦1勝 賞金 10，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーヨーダッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月5日まで平地競

走に出走できない。
ビーサルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月5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。
（非抽選馬） 4頭 クイーンズクレスト号・タイセイレオーネ号・テッセラレイナ号・メイショウナリカク号

01004 1月5日 曇 良 （31京都1）第1日 第4競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

48 � タイミングナウ 牡3鹿 56 北村 友一�キーファーズ 中竹 和也 米 KatieRich
Farms 472 ―1：12．2 2．7�

816 サトノギャロス 牡3鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 518 ―1：12．94 5．8�
510 スクエアテーブル 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 新ひだか 静内白井牧場 498 ―1：14．07 3．8�
36 アンジュミニョン 牝3鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 442 ―1：14．1クビ 36．2�
12 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 496 ―1：14．73� 17．0	
23 オグリクロノス 牡3芦 56 酒井 学 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 新冠 ヤマタケ牧場 454 ―1：15．01	 7．6

611 メイショウコハギ 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 千田 輝彦 様似 中脇 一幸 428 ―1：15．1クビ 88．8�
612 ワンダーバウンサー 牡3鹿 56 国分 恭介山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 460 ―1：15．41	 37．0�
59 カリマンタン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 日高 メイプルファーム 410 ―1：16．03� 25．2
35 メイショウイロガミ 牝3鹿 54 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 本巣 敦 412 ― 〃 クビ 153．9�
815 タイキマイスター 牡3栗 56 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484 ―1：16．1� 12．0�
11 パープルソニック 牡3鹿 56 柴田 未崎中野 銀十氏 田所 秀孝 浦河 センチュリース

タッドファーム 400 ―1：16．84 222．5�
714 ファーマトパーズ 牝3鹿 54 川須 栄彦中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 422 ―1：17．01� 240．9�
47 アイファーエンター 牝3黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 作田 誠二 日高 Wing Farm 442 ―1：17．21� 203．1�
713 トランスフォーム 牡3栗 56 吉田 隼人芳賀 滿男氏 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 468 ― 〃 ハナ 19．4�
24 クリノカッチャン 牝3青 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 408 ―1：18．9大差 115．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，883，000円 複勝： 44，113，300円 枠連： 21，824，200円
馬連： 70，970，300円 馬単： 35，888，500円 ワイド： 49，588，300円
3連複： 96，738，400円 3連単： 119，827，300円 計： 476，833，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（4－8） 670円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 370円 �� 290円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 378830 的中 � 109140（1番人気）
複勝票数 計 441133 的中 � 98792（1番人気）� 58764（3番人気）� 81195（2番人気）
枠連票数 計 218242 的中 （4－8） 25149（3番人気）
馬連票数 計 709703 的中 �� 59251（2番人気）
馬単票数 計 358885 的中 �� 17832（2番人気）
ワイド票数 計 495883 的中 �� 33706（2番人気）�� 46773（1番人気）�� 29581（3番人気）
3連複票数 計 967384 的中 ��� 58823（1番人気）
3連単票数 計1198273 的中 ��� 15364（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．6―11．8―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．4―36．0―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タイミングナウ �
�
父 Tapit �

�
母父 Include 初出走

2016．2．20生 牡3鹿 母 Her Smile 母母 Hepburn 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカッチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アースプレリュード号



01005 1月5日 曇 良 （31京都1）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30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 シ ュ リ 牡3黒鹿56 川田 将雅前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490 ―1：52．6 1．5�

24 ナ リ ス 牝3鹿 54 北村 友一萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 474 ―1：52．7� 18．9�
12 ファナティック 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治 �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 464 ― 〃 ハナ 18．1�

47 ガッドハンド 牡3黒鹿56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 456 ―1：53．33� 5．5�
816 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 398 ― 〃 クビ 115．6	
36 ヒロノセンキン �3黒鹿56 松山 弘平サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 476 ―1：53．61	 96．2

612 サドキンザン 牝3鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ― 〃 ハナ 26．1�
510 フェアリープール 牝3栗 54 
島 克駿�ターフ・スポート松下 武士 浦河 笹島 智則 430 ― 〃 アタマ 64．9�
23 ハギノベルエキプ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 
島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422 ―1：53．7クビ 136．7

815 メイショウホウジュ 牝3栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 440 ― 〃 クビ 36．4�
713 レッドシルヴァーナ 牝3芦 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム B510 ―1：54．01	 7．3�
48 ネ オ シ ー ナ 牡3黒鹿56 松田 大作椎名 節氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 492 ―1：54．21� 163．8�
35 スズカジョーダン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 日高 Wing Farm 486 ―1：54．83� 114．8�
11 カウンターエア 牡3鹿 56 池添 謙一 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 548 ― 〃 クビ 23．7�
611 ハーバーコメット 牝3芦 54 松若 風馬谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 478 ―1：55．22 144．2�
59 プロンジョン 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 500 ―1：55．41� 303．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，923，400円 複勝： 72，651，200円 枠連： 22，702，300円
馬連： 73，561，400円 馬単： 47，174，300円 ワイド： 55，215，500円
3連複： 103，090，300円 3連単： 164，528，100円 計： 583，846，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 270円 枠 連（2－7） 990円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 480円 �� 540円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 10，530円

票 数

単勝票数 計 449234 的中 � 234005（1番人気）
複勝票数 計 726512 的中 � 394508（1番人気）� 35626（5番人気）� 35664（4番人気）
枠連票数 計 227023 的中 （2－7） 17724（4番人気）
馬連票数 計 735614 的中 �� 48065（3番人気）
馬単票数 計 471743 的中 �� 25641（4番人気）
ワイド票数 計 552155 的中 �� 31064（3番人気）�� 26997（4番人気）�� 6809（19番人気）
3連複票数 計1030903 的中 ��� 18653（12番人気）
3連単票数 計1645281 的中 ��� 11320（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．0―49．3―1：03．2―1：17．0―1：29．6―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F35．6
3 4（7，14）（10，12）（5，15，16）6（9，2）（3，13，1）（11，8） 4 ・（4，14）（7，12）（10，15，16）（6，2）（3，5，9）（13，1）（11，8）

勝馬の
紹 介

シ ュ リ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2016．5．1生 牡3黒鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ハーバーコメット号の騎手松若風馬は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：3番）

01006 1月5日 曇 良 （31京都1）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時00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
1：47．8
1：47．8

重
重

24 レジェンディスト 牝4鹿 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 460－ 41：53．6 2．2�
12 クインアマランサス 牝5栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 4．8�
59 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 54 川田 将雅奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 480＋ 81：54．23� 14．6�
612 メイショウササユリ 牝5黒鹿 55

53 △森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 512＋22 〃 クビ 26．2�
35 カ リ ン カ 牝4黒鹿54 松山 弘平寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 ハナ 7．2�
23 メイショウハニー 牝4黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－ 6 〃 アタマ 86．6	
11 センショウレイナ 牝6鹿 55 吉田 隼人川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 474－ 61：54．3� 29．5

47 � マーブルフレンテ 牝6鹿 55 池添 謙一下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 514＋ 81：54．4� 225．4�
611 カ カ ア コ 牝5栗 55 小崎 綾也ニッシンレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456－101：54．5� 98．9�
510 シンコーメグチャン 牝4鹿 54 福永 祐一豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 476＋ 21：54．6クビ 8．9
714 シゲルマツタケ 牝4栗 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 448± 01：54．7� 8．8�
713 デイジーフローラ 牝6鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 61：54．91	 32．1�
815� ナリタカピリナ 牝4鹿 54 岩崎 翼�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 476－ 31：55．0� 259．6�
816 クールデザイン 牝5鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 458＋ 41：55．1� 49．4�
36 � エクロジオン 牝6鹿 55 
島 克駿前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 470－121：55．42 115．3�
48 ハイエストクイーン 牝4黒鹿 54

53 ☆川又 賢治山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：55．93 304．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，739，200円 複勝： 81，783，600円 枠連： 27，399，900円
馬連： 107，228，600円 馬単： 48，273，800円 ワイド： 81，089，900円
3連複： 151，958，700円 3連単： 181，998，900円 計： 731，472，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 270円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 280円 �� 660円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 517392 的中 � 185284（1番人気）
複勝票数 計 817836 的中 � 222414（1番人気）� 132244（2番人気）� 56258（6番人気）
枠連票数 計 273999 的中 （1－2） 38559（1番人気）
馬連票数 計1072286 的中 �� 133610（1番人気）
馬単票数 計 482738 的中 �� 37848（1番人気）
ワイド票数 計 810899 的中 �� 85106（1番人気）�� 29577（6番人気）�� 21631（11番人気）
3連複票数 計1519587 的中 ��� 44853（5番人気）
3連単票数 計1819989 的中 ��� 19924（7番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―13．2―12．6―13．0―13．0―12．5―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．8―50．4―1：03．4―1：16．4―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．2
1
3
・（4，5）（9，13）（2，6）12（1，14）（7，8）3（10，16）15，11
4（5，13）（2，9）6（1，12）（7，14）3（16，8）（10，15）11

2
4
・（4，5，13）（2，6，9）（1，12）（7，14）（3，8）（10，16）15，11・（4，5）（2，13，9）（6，12）（1，7）（3，14）（10，16，8）15，11

勝馬の
紹 介

レジェンディスト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．1．8 京都1着

2015．2．23生 牝4鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 3戦2勝 賞金 16，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



01007 1月5日 晴 良 （31京都1）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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

24 ナリタゴールド �7鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 428± 02：02．0 18．3�
35 ムーンレイカー 牡4鹿 56 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 470± 0 〃 ハナ 10．0�
816 ウォーターパルフェ 牡4鹿 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 484＋ 6 〃 クビ 4．7�
510 アドマイヤプリヴ �5青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B436－ 22：02．31	 110．7�
59 ネプチュナイト 牡4黒鹿56 川田 将雅吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：02．83 1．6�
12 ガールズバンド 牝4鹿 54 岩田 康誠 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480＋30 〃 クビ 9．6

612 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 小崎 綾也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 494－ 82：02．9クビ 48．3�
47 デルマオギン 牝6鹿 55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 アタマ 87．9�
611 シャフトオブライト 牡4栗 56 松田 大作 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－ 62：03．11
 26．3
36 ディスピュート 牡6鹿 57 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B444＋102：03．31
 382．5�
714 フィールインラヴ 牡4黒鹿56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 446± 02：03．4クビ 46．9�
48 ウインプライマリー 牝4鹿 54 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 418± 0 〃 クビ 119．8�
23 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57

55 △富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 474＋182：03．61 308．8�
815 グランノーブル 牡6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 494－ 22：04．24 230．8�
713 ウインルチル 牝4栗 54 松山 弘平�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 438＋102：04．3� 16．5�
11 ブリシンガメン 牝5栗 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 466＋182：04．51
 121．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，898，000円 複勝： 73，126，700円 枠連： 23，676，800円
馬連： 106，551，000円 馬単： 52，710，600円 ワイド： 71，966，600円
3連複： 146，725，200円 3連単： 198，401，500円 計： 717，056，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 380円 � 280円 � 180円 枠 連（2－3） 5，410円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 950円 �� 630円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 69，450円

票 数

単勝票数 計 438980 的中 � 19094（6番人気）
複勝票数 計 731267 的中 � 43668（6番人気）� 65000（3番人気）� 121913（2番人気）
枠連票数 計 236768 的中 （2－3） 3386（18番人気）
馬連票数 計1065510 的中 �� 15451（15番人気）
馬単票数 計 527106 的中 �� 2850（37番人気）
ワイド票数 計 719666 的中 �� 13708（15番人気）�� 19306（10番人気）�� 30305（6番人気）
3連複票数 計1467252 的中 ��� 15300（21番人気）
3連単票数 計1984015 的中 ��� 2071（183番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．2―12．9―12．2―12．2―11．7―11．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―37．0―49．9―1：02．1―1：14．3―1：26．0―1：37．6―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0
1
3
10，11－5，16（1，4，13）（2，7，15）3（6，12）8（9，14）
10（11，15）（5，16，13，8）4（9，14）（1，7）2，12（3，6）

2
4
10，11，5，16（1，13）4（2，15）7（3，6，12）（9，8）14
10，11（5，16）（15，13，8）4（1，7，9，14）（2，12）（3，6）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．1．11 京都2着

2012．3．4生 �7鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 23戦2勝 賞金 28，300，000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） 2頭 キングフォルテ号・サクセステーラー号
（非抽選馬） 2頭 イペルラーニオ号・ピンクスパイダー号

01008 1月5日 晴 良 （31京都1）第1日 第8競走 ��
��2，000�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走14時00分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ロジャーバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 飛野牧場 500＋162：02．4 2．3�
33 ハギノアップロード 牡3黒鹿56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 474＋ 82：02．72 5．1�
55 アドマイヤユラナス 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 82：03．01� 13．9�
66 ヘ リ オ ス 牡3黒鹿56 藤岡 康太�KTレーシング 友道 康夫 浦河 桑田牧場 B466＋ 22：03．63� 19．2�
11 ペ ル ク ナ ス 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 526＋ 42：03．81	 2．5	
22 アックアアルタ 牝3青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：04．65 9．1


（6頭）

売 得 金
単勝： 58，434，000円 複勝： 51，543，100円 枠連： 発売なし
馬連： 84，126，100円 馬単： 58，720，900円 ワイド： 41，235，100円
3連複： 89，432，100円 3連単： 321，037，700円 計： 704，529，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，060円

票 数

単勝票数 計 584340 的中 � 201839（1番人気）
複勝票数 計 515431 的中 � 169475（1番人気）� 90587（3番人気）
馬連票数 計 841261 的中 �� 123276（3番人気）
馬単票数 計 587209 的中 �� 50957（3番人気）
ワイド票数 計 412351 的中 �� 57032（3番人気）�� 25407（6番人気）�� 15858（10番人気）
3連複票数 計 894321 的中 ��� 51781（5番人気）
3連単票数 計3210377 的中 ��� 57247（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．5―49．3―1：01．8―1：14．5―1：26．5―1：38．2―1：50．3

コーナー
通過順位

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

2
4
6（1，4）（2，3）5
6（1，4）（2，3）5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジャーバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Librettist デビュー 2018．8．18 新潟1着

2016．1．24生 牡3鹿 母 リトルブック 母母 Cal Norma’s Lady 3戦2勝 賞金 21，191，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



01009 1月5日 晴 良 （31京都1）第1日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時35分（番組第8競走を順序変更） （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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

612 レッドアトゥ 牝5栗 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 458－ 21：51．9 1．9�
36 マイネルカイノン 牡4青鹿56 川田 将雅 �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 510＋ 21：52．22 11．9�
24 ヴァルディノート 牡4黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋141：52．62� 14．7�
714 キングブラック 牡4鹿 56 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 516＋ 21：53．02� 80．9�
816 ヴォカツィオーネ 牝5栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 470＋ 41：53．1	 45．5	
59 アスターストーリー 牝5鹿 55

54 ☆荻野 極加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 454± 01：53．31 190．6

48 テイエムオスカー 牡4黒鹿 56

53 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム
牧場株式会社 504＋ 4 〃 ハナ 4．9�

35 ド ゥ リ ト ル 牡4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 494± 01：53．51 11．9�
23 � アンナペレンナ 牝6芦 55 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 512± 01：53．6� 10．4
510 サンティーニ 牡4栗 56 藤岡 康太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 494± 01：54．23� 62．4�
713 セイリスペクト 牡4黒鹿56 吉田 隼人金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B476± 0 〃 アタマ 31．5�
11 ウインハピネス 牡4黒鹿 56

55 ☆川又 賢治�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 510＋ 91：54．3クビ 181．0�
47 ダノンスパーク 牡6鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 538＋261：54．83 52．1�
12 ギ ラ ー ミ ン �4栗 56 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋ 61：55．11	 52．9�
815 クリノフウジン 牡5栗 57 浜中 俊栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 512＋121：55．73� 15．4�
611� ベストマイウェイ 牡4鹿 56

55 ☆坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B532－ 21：56．12� 53．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，393，600円 複勝： 75，846，800円 枠連： 40，287，800円
馬連： 142，874，100円 馬単： 63，480，100円 ワイド： 90，396，200円
3連複： 200，400，200円 3連単： 252，842，900円 計： 926，521，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 320円 � 290円 枠 連（3－6） 530円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 620円 �� 510円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 16，590円

票 数

単勝票数 計 603936 的中 � 244142（1番人気）
複勝票数 計 758468 的中 � 245541（1番人気）� 44999（7番人気）� 51663（5番人気）
枠連票数 計 402878 的中 （3－6） 58054（1番人気）
馬連票数 計1428741 的中 �� 64935（6番人気）
馬単票数 計 634801 的中 �� 21088（6番人気）
ワイド票数 計 903962 的中 �� 37969（5番人気）�� 47448（4番人気）�� 10311（24番人気）
3連複票数 計2004002 的中 ��� 29035（13番人気）
3連単票数 計2528429 的中 ��� 11043（35番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．1―12．0―12．5―13．4―13．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．3―47．3―59．8―1：13．2―1：26．3―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．7
1
3

・（2，13）（9，15）（3，10）8（1，11）6－5，14－12（4，7，16）
13（2，15）（9，10）3，8（1，14）（5，12）11（6，7，16）－4

2
4
13（2，9，15）（3，10）－8，1，11，6，5，14，12，7（4，16）
13（2，12）（9，15，10）（3，8）（1，5，16）（6，14）（4，11，7）

勝馬の
紹 介

レッドアトゥ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．10．22 京都4着

2014．4．5生 牝5栗 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 14戦4勝 賞金 46，414，000円
※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 シュンノカミ号・トッコディルーチェ号

01010 1月5日 晴 良 （31京都1）第1日 第10競走 ��
��1，200�

かどまつ

門松ステークス
発走15時10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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

79 ヤマニンアンプリメ 牝5鹿 55 岩田 康誠土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 496± 01：11．2 2．2�
812 スズカコーズライン 牡5鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 514＋141：11．3� 4．3�
11 	 ゼンノサーベイヤー 牡6栗 57 坂井 瑠星大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako B520＋ 21：11．4クビ 3．5�
33 サーティグランド 
7鹿 57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 山本 昇寿 504－ 21：11．5� 35．5�
55 ガ ン ジ ー 牡8栗 57 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 518＋ 61：11．6� 25．7�
710 メイショウツレヅレ 牝10黒鹿55 北村 友一松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 458－ 41：11．81� 33．2�
811 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 4 〃 ハナ 14．2	
22 ペイシャルアス 牝4栗 54 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 490＋ 61：11．9� 65．8

44 ブラックジョー 
6青鹿57 池添 謙一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 476± 01：12．0� 85．5�
67  メイショウオルソ 牡6黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 528＋141：12．42� 157．5�
68 クリノリーソクツモ 牝7鹿 55 松若 風馬栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 440± 01：13．14 192．0
56 	 ジープルメリア 牝6黒鹿55 松山 弘平 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

468＋ 21：13．95 11．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 54，245，300円 複勝： 65，303，200円 枠連： 32，595，900円
馬連： 163，567，300円 馬単： 76，259，100円 ワイド： 83，380，700円
3連複： 217，534，300円 3連単： 359，799，900円 計： 1，052，685，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 210円 �� 180円 �� 300円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，940円

票 数

単勝票数 計 542453 的中 � 192860（1番人気）
複勝票数 計 653032 的中 � 227297（1番人気）� 91013（3番人気）� 113804（2番人気）
枠連票数 計 325959 的中 （7－8） 73092（1番人気）
馬連票数 計1635673 的中 �� 316823（1番人気）
馬単票数 計 762591 的中 �� 78771（2番人気）
ワイド票数 計 833807 的中 �� 101543（2番人気）�� 134425（1番人気）�� 60822（3番人気）
3連複票数 計2175343 的中 ��� 352760（1番人気）
3連単票数 計3597999 的中 ��� 134163（2番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

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5鹿 母 ヤマニンエリプス 母母 ヤマニンペニー 20戦5勝 賞金 95，316，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 ジープルメリア号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジープルメリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月5日まで出走できない。

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 晴 良 （31京都1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第57回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，30．1．6以降30．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

612 パクスアメリカーナ 牡4芦 55 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：34．9 2．2�
815 マイスタイル 牡5鹿 56 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 456－ 41：35．0� 15．6�
47 ミエノサクシード 牝6栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 462＋ 41：35．1クビ 86．7�
36 アドマイヤアルバ 牡4鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478＋121：35．2� 20．8�
48 ヒーズインラブ 牡6鹿 56．5 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 536＋ 6 〃 クビ 19．7	
24 グァンチャーレ 牡7青鹿56．5 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 478＋16 〃 ハナ 8．0

12 サ ラ キ ア 牝4鹿 53 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 440－ 21：35．3クビ 4．8�
23 カ ツ ジ 牡4鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 6 〃 アタマ 5．9�
714 ゴールドサーベラス 牡7栗 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 450＋ 2 〃 ハナ 227．9
59 スマートオーディン 牡6黒鹿57 秋山真一郎大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 506－ 8 〃 アタマ 122．6�
611 トゥラヴェスーラ 牡4鹿 53 浜中 俊吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 488＋10 〃 クビ 92．4�
510 リライアブルエース 牡6黒鹿54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋201：35．4クビ 30．9�
817 ロードクエスト 牡6鹿 57 福永 祐一 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 460＋ 4 〃 クビ 29．0�
816 ツーエムマイスター 牡7黒鹿52 四位 洋文水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 468＋ 21：35．5クビ 368．7�
11 ストーミーシー 牡6栗 54 吉田 隼人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 534＋ 4 〃 ハナ 106．9�
713� アサクサゲンキ 牡4鹿 54 松若 風馬田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

470＋ 61：35．92	 73．2�
35 バ リ ス 牡8栗 52 酒井 学杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 504＋ 81：36．11 154．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 264，777，900円 複勝： 301，559，900円 枠連： 191，390，800円 馬連： 1，136，631，100円 馬単： 361，918，300円
ワイド： 469，208，600円 3連複： 1，564，754，700円 3連単： 2，349，527，700円 5重勝： 681，820，300円 計： 7，321，589，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 410円 � 1，130円 枠 連（6－8） 1，180円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，910円 �� 9，420円

3 連 複 ��� 34，980円 3 連 単 ��� 98，580円

5 重 勝
対象競走：京都9R／中山10R／京都10R／中山11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 21，040円

票 数

単勝票数 計2647779 的中 � 961171（1番人気）
複勝票数 計3015599 的中 � 836029（1番人気）� 155024（6番人気）� 49862（11番人気）
枠連票数 計1913908 的中 （6－8） 125623（4番人気）
馬連票数 計11366311 的中 �� 453254（7番人気）
馬単票数 計3619183 的中 �� 107030（7番人気）
ワイド票数 計4692086 的中 �� 142775（8番人気）�� 40995（28番人気）�� 12420（60番人気）
3連複票数 計15647547 的中 ��� 33545（89番人気）
3連単票数 計23495277 的中 ��� 17278（267番人気）
5重勝票数 計6818203 的中 ����� 22677

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．2―12．2―12．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．3―47．5―59．7―1：11．7―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．2
3 16，13（4，11，15）（1，2，8，12）（6，7，10）3，17，14，9，5 4 16，13（4，15）（11，12）（1，8）（2，7，10）（6，3，17）（14，5）9

勝馬の
紹 介

パクスアメリカーナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．13 新潟4着

2015．2．10生 牡4芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 8戦4勝 賞金 97，703，000円
〔制裁〕 グァンチャーレ号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

ゴールドサーベラス号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）
スマートオーディン号の騎手秋山真一郎は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）

01012 1月5日 晴 良 （31京都1）第1日 第12競走 ��
��1，200�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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 エンゲルヘン 牝5栗 55 川田 将雅 �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 466± 01：08．8 2．3�

24 � スペードクイーン 牝6栗 55 池添 謙一吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-
sell Jr et al 460－ 61：09．43	 38．8�

11 ダイシンバルカン 牡7鹿 57 松田 大作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 516＋ 61：09．5	 53．8�

35 トロワゼトワル 牝4鹿 54 
島 克駿 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 466＋ 41：09．6� 2．9�
59 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 452＋ 41：09．91� 10．6	
48 ブレッシングテレサ 牝6青鹿55 藤岡 康太 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：10．0� 20．2

714 コーラルリーフ 牝4栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 432＋ 21：10．1クビ 16．9�
713 ペ ス カ ネ ラ 牝5黒鹿55 小牧 太山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 442－ 21：10．2	 165．4�
47 メイショウモウコ 牡5栗 57 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋ 6 〃 ハナ 12．9
612 ブ リ ク ス ト 牡7黒鹿 57

55 △富田 暁 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B508＋ 81：10．3� 117．1�
611 アロンザモナ 牝5鹿 55 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 480＋ 61：10．4� 324．2�
815 マ リ エ ラ 牡6鹿 57 秋山真一郎栗山 良子氏 
島 一歩 日高 新井 昭二 542－ 4 〃 ハナ 23．7�
36 カネトシブレス 牝6鹿 55

54 ☆川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 446＋ 21：10．71� 28．9�
23 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿55 酒井 学山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 464＋ 2 〃 クビ 122．7�
816 ディアボレット 牝4栗 54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464＋101：11．01� 25．7�
510 アンティグラビティ 牝4黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 浦河 カナイシスタッド 478－ 21：11．1� 82．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，768，500円 複勝： 113，485，400円 枠連： 60，597，300円
馬連： 242，436，300円 馬単： 105，540，700円 ワイド： 150，929，500円
3連複： 351，339，000円 3連単： 519，644，300円 計： 1，636，741，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 540円 � 690円 枠 連（1－2） 2，260円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，420円 �� 7，540円

3 連 複 ��� 20，820円 3 連 単 ��� 80，700円

票 数

単勝票数 計 927685 的中 � 318806（1番人気）
複勝票数 計1134854 的中 � 320314（1番人気）� 42322（9番人気）� 32005（11番人気）
枠連票数 計 605973 的中 （1－2） 20764（8番人気）
馬連票数 計2424363 的中 �� 58852（11番人気）
馬単票数 計1055407 的中 �� 18498（12番人気）
ワイド票数 計1509295 的中 �� 38529（11番人気）�� 27476（15番人気）�� 4975（56番人気）
3連複票数 計3513390 的中 ��� 12655（66番人気）
3連単票数 計5196443 的中 ��� 4668（210番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．1―11．1―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．3―45．4―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．5
3 2（10，14）（1，16，15）（6，11）（4，5，9）13（3，8，12）7 4 2－（1，14）（10，16）（4，11，15）（6，9）（3，5，13）（8，12）7

勝馬の
紹 介

エンゲルヘン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．12．4 阪神1着

2014．5．8生 牝5栗 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス 13戦4勝 賞金 64，833，000円
〔制裁〕 カネトシブレス号の騎手川又賢治は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・8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） 2頭 タイセイソニック号・ミトノアミーゴ号

５レース目



（31京都1）第1日 1月5日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

252，870，000円
20，820，000円
1，490，000円
28，730，000円
72，386，000円
4，943，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
828，406，000円
1，078，495，900円
481，811，200円
2，386，743，500円
975，792，200円
1，281，925，800円
3，308，341，400円
4，933，103，500円
681，820，300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 15，956，439，800円

総入場人員 44，323名 （有料入場人員 43，087名）
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