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01013 1月6日 曇 良 （31京都1）第2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）

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

46 モーニングサン 牡3鹿 56 武 豊林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 452＋ 41：55．3 18．0�
814 ア イ タ イ 牡3栗 56 松山 弘平平井 裕氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 508＋ 6 〃 クビ 6．9�
11 アイキャンテーラー 牡3栗 56 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 21：55．93� 8．4�
59 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 56 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：56．11� 3．6�
815 スターリーパレード 牡3鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484± 01：56．2クビ 12．2�
712 オ ー マ オ 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444± 01：56．51� 14．5	
610 セイウンスクープ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 中央牧場 534＋181：57．14 157．6

713 コンバージェンス 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 41：57．52� 18．9�
34 シゲルダイヤ 牡3鹿 56 松若 風馬森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 山田 昇史 508＋361：57．92� 52．0�
58 ブラックアイドタフ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460＋ 41：58．21� 7．8
611 レッドコンシール 牝3栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 464＋ 21：58．73 199．6�
47 トップアスリート 牡3鹿 56 池添 謙一寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム 484＋ 81：59．01� 3．7�
35 カトルジュール 牡3芦 56

53 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：00．48 70．3�
22 ヤマニンアネッリ 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 434± 02：02．7大差 104．6�
23 エムテイロード 牡3鹿 56 古川 吉洋谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 82：04．5大差 255．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，820，300円 複勝： 50，897，700円 枠連： 21，527，700円
馬連： 74，599，400円 馬単： 33，656，500円 ワイド： 51，998，100円
3連複： 108，773，300円 3連単： 120，145，500円 計： 494，418，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 550円 � 290円 � 290円 枠 連（4－8） 730円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 17，960円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，900円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 17，910円 3 連 単 ��� 155，260円

票 数

単勝票数 計 328203 的中 � 14523（8番人気）
複勝票数 計 508977 的中 � 21820（8番人気）� 47743（5番人気）� 48132（4番人気）
枠連票数 計 215277 的中 （4－8） 22843（3番人気）
馬連票数 計 745994 的中 �� 8346（25番人気）
馬単票数 計 336565 的中 �� 1405（59番人気）
ワイド票数 計 519981 的中 �� 5173（31番人気）�� 7020（25番人気）�� 10213（16番人気）
3連複票数 計1087733 的中 ��� 4554（56番人気）
3連単票数 計1201455 的中 ��� 561（436番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．8―13．4―13．5―13．3―12．9―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．5―49．9―1：03．4―1：16．7―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モーニングサン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．12．15 阪神8着

2016．4．14生 牡3鹿 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 トップアスリート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トップアスリート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カトルジュール号・ヤマニンアネッリ号・エムテイロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成31年2月6日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 テーオーダンケルク号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マンハッタンソング号
（非抽選馬） 3頭 アルバス号・ウォーターファラオ号・トップデンティスト号

01014 1月6日 曇 良 （31京都1）第2日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

815 マ ゼ 牡3栗 56 武 豊吉井 理人氏 安田 翔伍 浦河 林 孝輝 474± 01：13．6 1．8�
612 シルバークレイン 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 436－ 41：13．91� 69．6�
816 テイエムストーン 牝3鹿 54 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 41：14．0� 39．8�
59 イチバンヤリ 牡3黒鹿56 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 498＋ 41：14．31� 6．3�
611	 トップソリスト 牝3鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 446－141：14．62 6．4�
713 ゴールデンライオン 牡3鹿 56 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486＋121：14．7� 10．3	
36 ミヤジハヤカゼ 牡3鹿 56 川須 栄彦曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 504＋ 81：15．23 10．7

24 タガノビーダッシュ 
3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 八木牧場 462－ 2 〃 クビ 327．8�
11 スズカモンド 牡3栗 56 松若 風馬永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 452－ 21：15．51� 27．4�
714 ウォーターバベル 牡3鹿 56 和田 竜二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 462＋ 21：16．56 20．9
47 モズリスペクト 牡3青鹿 56

55 ☆川又 賢治 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 田中 春美 508＋141：16．71� 57．3�
35 ケ ア ナ エ 牝3黒鹿54 岩崎 翼守内 満氏 西橋 豊治 浦河 栄進牧場 442－ 61：17．02 482．8�
510 アイファーハニー 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 418－ 4 〃 ハナ 471．5�
48 アマノコマンダー 牡3鹿 56 �島 克駿中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498＋ 41：17．85 611．1�
23 ニューヨークタヤス 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 448＋ 21：18．65 28．9�
12 ミスアニバーサリー 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 41：19．23� 42．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，743，900円 複勝： 86，648，800円 枠連： 19，097，700円
馬連： 85，530，600円 馬単： 47，210，900円 ワイド： 68，701，900円
3連複： 133，023，400円 3連単： 175，811，500円 計： 663，768，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，110円 � 700円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 7，390円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，310円 �� 6，490円

3 連 複 ��� 26，780円 3 連 単 ��� 89，570円

票 数

単勝票数 計 477439 的中 � 206222（1番人気）
複勝票数 計 866488 的中 � 385452（1番人気）� 11576（12番人気）� 19170（9番人気）
枠連票数 計 190977 的中 （6－8） 29306（1番人気）
馬連票数 計 855306 的中 �� 11200（18番人気）
馬単票数 計 472109 的中 �� 4791（25番人気）
ワイド票数 計 687019 的中 �� 8053（21番人気）�� 13867（15番人気）�� 2668（52番人気）
3連複票数 計1330234 的中 ��� 3725（77番人気）
3連単票数 計1758115 的中 ��� 1423（261番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．9―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ゼ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．15 阪神3着

2016．4．15生 牡3栗 母 アクセレラン 母母 アクセラレイション 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 シルバークレイン号の騎手水口優也は，向正面で内側に斜行したことについて平成31年1月12日から平成31年1月19日ま

で騎乗停止。（被害馬：7番・5番・3番・2番・1番）
〔その他〕 ニューヨークタヤス号・ミスアニバーサリー号は，向正面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〕 アマノコマンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月6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 ジャコエマリックン号

第１回 京都競馬 第２日



01015 1月6日 曇 良 （31京都1）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10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

79 サトノクライム 牡3鹿 56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472 ―1：55．2 3．8�
11 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―1：55．52 23．0�
44 カ ラ デ ニ ズ 牡3黒鹿56 北村 友一橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532 ― 〃 アタマ 4．2�
33 スティングレイ 牡3鹿 56 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514 ―1：55．81� 4．1�
55 コングールテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 高橋フアーム 482 ―1：55．9� 37．3�

812 ランヴォール 牡3黒鹿56 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502 ―1：57．38 7．3	

67 コリンズクレスト 牡3栗 56 池添 謙一嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 服部 牧場 482 ―1：57．51� 165．2

68 コルドゥーン 牡3青鹿56 戸崎 圭太西 浩明氏 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 458 ― 〃 ハナ 67．9�
56 サントルヴィル 牡3芦 56 和田 竜二�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 528 ―1：57．71 8．2
22 ニホンピロポケット 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466 ―1：58．01� 64．5�
811 フォリオール 牡3栗 56 松若 風馬程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 542 ―1：58．85 8．1�
710 アルムポノポノ 牝3栗 54 国分 恭介﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440 ―1：58．9� 29．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，701，400円 複勝： 45，939，500円 枠連： 16，715，900円
馬連： 65，027，300円 馬単： 31，225，100円 ワイド： 45，199，300円
3連複： 87，823，500円 3連単： 109，764，400円 計： 437，396，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 380円 � 180円 枠 連（1－7） 3，530円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 400円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 28，410円

票 数

単勝票数 計 357014 的中 � 73276（1番人気）
複勝票数 計 459395 的中 � 91461（1番人気）� 24022（7番人気）� 69115（3番人気）
枠連票数 計 167159 的中 （1－7） 3661（13番人気）
馬連票数 計 650273 的中 �� 15136（16番人気）
馬単票数 計 312251 的中 �� 4383（27番人気）
ワイド票数 計 451993 的中 �� 8293（19番人気）�� 31842（3番人気）�� 8484（18番人気）
3連複票数 計 878235 的中 ��� 12977（20番人気）
3連単票数 計1097644 的中 ��� 2801（104番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．3―12．9―13．1―13．1―13．1―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．3―50．2―1：03．3―1：16．4―1：29．5―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノクライム �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス 初出走

2016．3．7生 牡3鹿 母 ラストアロー 母母 サンヨウアロー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 フォリオール号は，枠入り不良。
※コリンズクレスト号・コングールテソーロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01016 1月6日 曇 良 （31京都1）第2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）
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

22 ゴールドラグーン 牡3栗 56 武 豊吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 508＋181：53．6 3．9�
59 ストロングライン 牡3芦 56 福永 祐一�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 490± 01：53．7� 2．7�
11 セ ロ シ ア 牡3黒鹿56 和田 竜二�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 2 〃 ハナ 10．6�
35 カフジストーム 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482－ 61：53．91� 27．2�
23 アナスタシオ 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋121：54．0	 84．5	

814 メイショウソテツ 牡3青 56 川田 将雅松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 504＋ 41：54．21� 5．1

47 グランデルカク 牡3栗 56 藤岡 佑介 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 グランデファーム 508± 01：54．51	 23．2�
34 メ ス キ ー タ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 512＋101：54．71 23．1�
58 ユーフォニー 牝3青鹿54 浜中 俊前田 葉子氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：54．91	 89．6
610 ロフティネス 牡3鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 460－ 41：55．32	 40．9�
46 ビルジキール 牡3黒鹿56 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 482＋ 41：55．4クビ 208．2�
712 フクノワイルド 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 488－ 21：55．61	 45．7�
815 トリヴォルテソーロ 牡3栗 56 小崎 綾也了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 浦河土肥牧場 498＋ 21：55．81� 398．3�
713 タニノマイカ 牝3黒鹿54 
島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 470＋ 41：57．28 6．6�

（14頭）
611 キ ン ゲ ン 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，700，500円 複勝： 57，278，100円 枠連： 17，220，300円
馬連： 48，143，800円 馬単： 20，679，900円 ワイド： 40，690，500円
3連複： 53，245，200円 3連単： 57，935，300円 計： 331，893，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 210円 枠 連（2－5） 1，250円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 320円 �� 700円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 差引計 367005（返還計136474） 的中 � 74952（2番人気）
複勝票数 差引計 572781（返還計180295） 的中 � 105185（2番人気）� 115787（1番人気）� 56886（5番人気）
枠連票数 差引計 172203（返還計 2073） 的中 （2－5） 10614（5番人気）
馬連票数 差引計 481438（返還計448304） 的中 �� 52693（1番人気）
馬単票数 差引計 206799（返還計187542） 的中 �� 11430（2番人気）
ワイド票数 差引計 406905（返還計282249） 的中 �� 35539（1番人気）�� 14102（10番人気）�� 16263（8番人気）
3連複票数 差引計 532452（返還計851540） 的中 ��� 17770（5番人気）
3連単票数 差引計 579353（返還計1017475） 的中 ��� 4833（13番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．8―13．1―13．0―12．8―12．4―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．2―49．3―1：02．3―1：15．1―1：27．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドラグーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2018．10．20 京都2着

2016．1．31生 牡3栗 母 レディマールボロ 母母 Lady Doc 3戦2勝 賞金 15，000，000円
〔競走除外〕 キンゲン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 メスキータ号の騎手森裕太朗は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）



01017 1月6日 曇 良 （31京都1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30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

713 メリーメーキング 牡3黒鹿56 武 豊前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大
作ステーブル 456－ 22：02．9 8．1�

714 ギ ル マ 牡3鹿 56 川田 将雅杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 496＋ 22：03．43 2．1�
815 サンライズアキレス 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490－ 62：03．5� 26．5�
59 ダディーズトリップ 牡3青 56 松若 風馬田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 434＋ 4 〃 クビ 20．1�
24 ゴットパシオン 牝3栗 54 吉田 隼人後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 438＋ 6 〃 クビ 53．5�
510 ビザンティン 牡3青鹿 56

54 △富田 暁 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500± 02：03．71 31．9	
11 モンドヌーヴォー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 82：03．8� 5．3

48 テイエムクロムシャ 牡3青鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 480－ 22：03．9� 12．0�
47 マサハヤブリュッヘ 牡3芦 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464＋162：04．11	 182．8�
23 メイケイハリアー 牡3芦 56 四位 洋文名古屋競馬 木原 一良 登別 青藍牧場 470－ 42：04．31� 16．5�
612 ダノンテイオー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464＋ 22：04．4クビ 7．9�
611 メイショウオオタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 468± 02：04．93 35．8�
35 ナ ム ラ モ ア 牝3鹿 54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 468－ 42：05．0クビ 77．1�
12 ヤマカツマッハ 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 42：05．64 116．3�
36 ケープリーガル 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 水上 習孝 474＋ 62：05．81	 538．1�
816 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿56 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 472＋102：06．54 323．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，733，900円 複勝： 72，876，800円 枠連： 27，409，600円
馬連： 97，119，200円 馬単： 42，043，300円 ワイド： 72，939，500円
3連複： 141，990，900円 3連単： 157，011，700円 計： 664，124，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 130円 � 460円 枠 連（7－7） 930円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，010円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 527339 的中 � 51726（4番人気）
複勝票数 計 728768 的中 � 75143（3番人気）� 208061（1番人気）� 28550（8番人気）
枠連票数 計 274096 的中 （7－7） 22720（3番人気）
馬連票数 計 971192 的中 �� 81246（2番人気）
馬単票数 計 420433 的中 �� 13171（6番人気）
ワイド票数 計 729395 的中 �� 55471（2番人気）�� 8631（25番人気）�� 17179（11番人気）
3連複票数 計1419909 的中 ��� 23285（11番人気）
3連単票数 計1570117 的中 ��� 4953（55番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．5―12．6―12．3―12．9―12．4―12．3―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．7―48．3―1：00．6―1：13．5―1：25．9―1：38．2―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メリーメーキング �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．9 阪神5着

2016．5．11生 牡3黒鹿 母 モエレオープンヒメ 母母 イージーマインド 5戦1勝 賞金 9，500，000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 グランヴィクトリア号・ハーシェル号

01018 1月6日 曇 良 （31京都1）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時00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

23 ヒロシゲゴールド 牡4青鹿56 松田 大作�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B474＋ 21：10．6 10．9�
59 レッドランサー 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 460－ 41：11．55 17．8�
815 クリノケンリュウ 牡5栗 57

56 ☆義 英真栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 498＋ 21：11．92� 16．3�
510 ソリストサンダー 牡4黒鹿 56

53 ▲西村 淳也村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 474＋ 8 〃 クビ 11．1�
35 メイショウジーク 牡5鹿 57 藤岡 佑介松本 好	氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 488＋ 21：12．0� 2．7

714 タガノプレトリア 牡4鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 61：12．1� 7．2�
612 スナークライデン 牡5芦 57 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 490＋ 2 〃 クビ 47．1�
12 	 ブリッジオーヴァー 牝5黒鹿55 北村 友一下河行雄氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 474－ 8 〃 ハナ 3．9�
36 ダノンメモリー 
6鹿 57 秋山真一郎�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 538－ 21：12．52� 19．5�
24 カスタネアエメ 牡4栗 56

54 △富田 暁�三嶋牧場 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 488± 01：12．81� 71．2�
11 ホイールバーニング 牡6栗 57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 536＋ 41：12．9� 29．0�
816 ニホンピロマドン 牡4鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 512＋ 81：13．0� 283．6�
713 スリーヘリオス 牡4黒鹿56 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 498＋ 81：13．21� 57．1�
611 グランデミノル 牝4鹿 54 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 500＋ 81：13．41� 21．7�
47 サンマルミヤビ 牝4青鹿54 柴山 雄一相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 B434－141：13．82� 296．4�
48 	 オーラロード 
4青鹿56 島 克駿吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 466－ 81：14．65 248．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，692，600円 複勝： 87，431，800円 枠連： 30，147，900円
馬連： 123，965，900円 馬単： 54，663，800円 ワイド： 93，584，000円
3連複： 179，341，000円 3連単： 203，056，100円 計： 833，883，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 400円 � 520円 � 570円 枠 連（2－5） 3，470円

馬 連 �� 12，740円 馬 単 �� 23，210円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 2，150円 �� 5，430円

3 連 複 ��� 53，710円 3 連 単 ��� 299，210円

票 数

単勝票数 計 616926 的中 � 45026（4番人気）
複勝票数 計 874318 的中 � 60320（5番人気）� 43662（7番人気）� 39205（9番人気）
枠連票数 計 301479 的中 （2－5） 6714（16番人気）
馬連票数 計1239659 的中 �� 7540（40番人気）
馬単票数 計 546638 的中 �� 1766（76番人気）
ワイド票数 計 935840 的中 �� 7347（41番人気）�� 11357（24番人気）�� 4404（56番人気）
3連複票数 計1793410 的中 ��� 2504（148番人気）
3連単票数 計2030561 的中 ��� 492（843番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．0―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロシゲゴールド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタキシード デビュー 2017．8．12 小倉1着

2015．5．6生 牡4青鹿 母 エフテーストライク 母母 イチヨシロマン 10戦2勝 賞金 17，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アカツキジョー号・カミノコ号・サトノレーヌ号・ジャスパーエイト号・ナムラムート号・バルコラベーロ号・

ラノカウ号・レノカズマ号・レンレン号



01019 1月6日 曇 良 （31京都1）第2日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：09．9

良
良

89 メールドグラース 牡4黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B482＋102：17．6 2．4�
88 ダブルフラット 牡4黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 ハナ 2．5�
33 アドマイヤアゼリ 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：18．13 4．3�
55 ファスナハト 牡6青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 556＋ 62：18．2� 30．0�
77 マイネルアトゥー 牡6青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462± 02：18．3クビ 48．1	
66 	 ウインガーネット 牝6黒鹿55 松若 風馬�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 518－ 2 〃 クビ 57．5

22 プティットクルール 牝5黒鹿55 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 444＋ 42：18．4クビ 26．1�
44 ジャーミネイト 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋102：18．61
 11．0�
11 ローデルバーン 牡6黒鹿57 水口 優也佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 B478＋162：20．09 194．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，188，200円 複勝： 59，497，000円 枠連： 19，777，800円
馬連： 79，767，100円 馬単： 48，558，600円 ワイド： 52，091，600円
3連複： 107，872，600円 3連単： 269，526，100円 計： 686，279，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（8－8） 220円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 130円 �� 170円 �� 180円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 890円

票 数

単勝票数 計 491882 的中 � 163781（1番人気）
複勝票数 計 594970 的中 � 200259（1番人気）� 194360（2番人気）� 78370（3番人気）
枠連票数 計 197778 的中 （8－8） 67733（1番人気）
馬連票数 計 797671 的中 �� 282239（1番人気）
馬単票数 計 485586 的中 �� 79831（2番人気）
ワイド票数 計 520916 的中 �� 118809（1番人気）�� 69013（2番人気）�� 63490（3番人気）
3連複票数 計1078726 的中 ��� 330084（1番人気）
3連単票数 計2695261 的中 ��� 217820（1番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．5―13．5―12．7―12．7―12．4―12．3―11．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．4―38．9―52．4―1：05．1―1：17．8―1：30．2―1：42．5―1：54．0―2：05．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メールドグラース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．30 阪神3着

2015．5．26生 牡4黒鹿 母 グレイシアブルー 母母 ブルーラスター 13戦3勝 賞金 40，707，000円
※出走取消馬 メイショウホウトウ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

01020 1月6日 曇 良 （31京都1）第2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）
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

816 ハローマイディア 牡6黒鹿57 松山 弘平飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 478＋ 41：53．1 9．3�
11 シップーコウライ 牡7栗 57 小崎 綾也�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 482± 01：53．2	 13．6�
48 ダンツチョイス 牝4栗 54

53 ☆坂井 瑠星山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 450± 0 〃 アタマ 10．3�
611
 アイファーイチオー 牡5栗 57 田中 健中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 512＋101：53．41� 6．0�
815 シンハラージャ 牡4栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 アタマ 5．1�
47 
 シュプリームゾーン 牡5黒鹿57 吉田 隼人村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 516＋ 81：53．5クビ 16．5	
612 ダノンインパルス 牡4鹿 56 和田 竜二
ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：53．92	 6．4�
23 フィールドドウサン 牡4黒鹿56 戸崎 圭太地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 546＋181：54．64 19．7�
36 ブロンズケイ 牡4黒鹿56 秋山真一郎畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 528＋261：54．7� 17．2
35 シ メ イ 牡4青鹿 56

53 ▲服部 寿希仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 512－ 4 〃 アタマ 299．4�

59 キングレイスター 牡5鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B498＋ 81：54．91 206．7�
714 フ ラ テ ッ リ 牡4栗 55 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 豪

China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

548＋181：55．11� 16．2�
12 メイショウテンモン 牡4栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 514－ 21：55．52	 41．2�
510 メイショウダブル 牡4黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 508＋ 41：55．81� 5．6�
24 スズノアリュール 牡4鹿 56 川須 栄彦新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 41：56．43	 165．1�
713 ウィズワンアセント 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 524＋ 22：01．3大差 93．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，906，900円 複勝： 77，196，300円 枠連： 40，082，800円
馬連： 135，470，000円 馬単： 51，382，000円 ワイド： 85，478，800円
3連複： 197，589，100円 3連単： 206，287，200円 計： 848，393，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 350円 � 290円 枠 連（1－8） 1，690円

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，230円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 49，400円

票 数

単勝票数 計 549069 的中 � 46825（5番人気）
複勝票数 計 771963 的中 � 70727（6番人気）� 55808（7番人気）� 71726（5番人気）
枠連票数 計 400828 的中 （1－8） 18335（6番人気）
馬連票数 計1354700 的中 �� 23561（20番人気）
馬単票数 計 513820 的中 �� 4749（32番人気）
ワイド票数 計 854788 的中 �� 16218（16番人気）�� 17961（12番人気）�� 14334（20番人気）
3連複票数 計1975891 的中 ��� 13971（37番人気）
3連単票数 計2062872 的中 ��� 3027（124番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―13．0―12．7―12．4―12．5―12．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．2―49．9―1：02．3―1：14．8―1：27．6―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハローマイディア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Mining デビュー 2016．1．9 京都4着

2013．5．30生 牡6黒鹿 母 ハローレイチェル 母母 One Smart Lady 30戦3勝 賞金 44，562，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 ウィズワンアセント号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ウィズワンアセント号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月6日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスカリアン号・ウインプルミエ号
（非抽選馬） 3頭 ウォーターミリオン号・エクスパートラン号・ハギノセゾン号



01021 1月6日 曇 良 （31京都1）第2日 第9競走 ��
��2，000�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走14時35分 （芝・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 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

22 ケイティクレバー 牡4鹿 56 秋山真一郎瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 456＋ 42：01．4 3．1�
88 マイハートビート 牡4鹿 56 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：01．5� 2．3�
44 ダノンアイリス 牝6青鹿55 浜中 俊�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 42：01．71� 42．6�
77 マイネルファンロン 牡4青鹿56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 6 〃 クビ 3．3�
55 ケンホファヴァルト 牡6鹿 57 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 472＋ 22：02．33� 5．8�
33 	 エリモジパング 牡9青鹿57 加藤 祥太山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 464＋ 42：02．93� 192．5	

（6頭）
11 アテンフェスタ 牡6栗 57 荻野 極河村 
平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B508＋ 6 （競走除外）

66 サトノグラン 牡5青鹿57 坂井 瑠星 �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± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 61，455，300円 複勝： 48，389，600円 枠連： 発売なし
馬連： 104，380，000円 馬単： 56，039，200円 ワイド： 41，645，900円
3連複： 88，475，200円 3連単： 255，499，900円 計： 655，885，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 180円 �� 880円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 9，300円

票 数

単勝票数 差引計 614553（返還計 28876） 的中 � 154354（2番人気）
複勝票数 差引計 483896（返還計 31340） 的中 � 114272（3番人気）� 169243（1番人気）� 15303（5番人気）
馬連票数 差引計1043800（返還計196433） 的中 �� 262317（2番人気）
馬単票数 差引計 560392（返還計 89422） 的中 �� 54052（4番人気）
ワイド票数 差引計 416459（返還計 90716） 的中 �� 79575（1番人気）�� 10128（8番人気）�� 10167（7番人気）
3連複票数 差引計 884752（返還計401110） 的中 ��� 27074（6番人気）
3連単票数 差引計2554999（返還計897867） 的中 ��� 19915（28番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―12．4―12．2―12．5―12．0―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．1―48．5―1：00．7―1：13．2―1：25．2―1：37．1―1：49．1

コーナー
通過順位

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

2
4
2－5，4，7，8－3
2，5（4，7）8，3

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4鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 15戦3勝 賞金 79，957，000円
〔競走除外〕 アテンフェスタ号は，馬場入場後に放馬。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。

サトノグラン号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。

01022 1月6日 曇 良 （31京都1）第2日 第10競走 ��
��3，000�

まんよう

万葉ステークス
発走15時10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

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
3：01．0
3：01．0

良
良

22 ヴ ォ ー ジ ュ 牡6青鹿55 和田 竜二杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 522＋103：10．3 23．3�
66 ユーキャンスマイル 牡4鹿 53 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 1．5�
44 グローブシアター 牡5黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 6．3�
88 カフェブリッツ 牡6鹿 54 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 544＋ 63：10．83 14．4�
33 ア ル タ ー �7栗 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 524＋ 43：10．9� 32．1	
55 コウキチョウサン 牡6鹿 51 	島 克駿�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 462± 03：11．32� 28．4

77 アドマイヤエイカン 牡6鹿 55 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514＋ 63：11．83 3．8�
11 トミケンスラーヴァ 牡9鹿 53 秋山真一郎冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 512＋ 43：13．18 82．6�
89 サンマルホーム 牡9栗 48 川又 賢治相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B446＋103：13．2クビ 143．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 94，939，700円 複勝： 205，905，700円 枠連： 26，040，700円
馬連： 188，394，800円 馬単： 111，449，100円 ワイド： 92，909，900円
3連複： 240，836，700円 3連単： 653，112，200円 計： 1，613，588，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 320円 � 110円 � 180円 枠 連（2－6） 1，380円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，250円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 27，290円

票 数

単勝票数 計 949397 的中 � 32499（5番人気）
複勝票数 計2059057 的中 � 51995（6番人気）� 1412449（1番人気）� 116484（3番人気）
枠連票数 計 260407 的中 （2－6） 14554（5番人気）
馬連票数 計1883948 的中 �� 98199（5番人気）
馬単票数 計1114491 的中 �� 13592（15番人気）
ワイド票数 計 929099 的中 �� 48866（5番人気）�� 16456（13番人気）�� 112558（2番人気）
3連複票数 計2408367 的中 ��� 98864（7番人気）
3連単票数 計6531122 的中 ��� 17345（71番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―11．8―12．0―12．1―13．2―13．9―13．4―14．1―14．2―13．2―11．6―11．4―11．6―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� 2，400�
13．2―25．7―37．5―49．5―1：01．6―1：14．8―1：28．7―1：42．1―1：56．2―2：10．4―2：23．6―2：35．2

2，600� 2，800�
―2：46．6―2：58．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ジ ュ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．4．23 京都8着

2013．5．15生 牡6青鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 24戦7勝 賞金 130，041，000円

１レース目 ３レース目



01023 1月6日 晴 良 （31京都1）第2日 第11競走 ��
��1，600�第53回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 ヴァルディゼール 牡3鹿 56 北村 友一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 444± 01：35．7 6．8�
11 マイネルフラップ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 8 〃 クビ 32．7�
710 ミッキーブリランテ 牡3鹿 56 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：35．91	 5．4�
79 パッシングスルー 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：36．11
 7．6�
33 ハッピーアワー 牡3鹿 56 秋山真一郎髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 448＋ 8 〃 アタマ 6．2	
68 ミ ヤ ケ 牡3鹿 56 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 472＋ 81：36．31
 215．2

44 ゴータイミング 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 クビ 17．3�
55 アントリューズ 牡3鹿 56 川田 将雅山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：36．5� 2．8�
56 ドナウデルタ 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：36．71	 9．4
812 コパノマーティン 牡3黒鹿56 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 484＋10 〃 ハナ 280．9�
811� シャドウエンペラー 牡3鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Godolphin 480＋ 21：37．33	 30．7�
67 ニホンピロヘンソン 牡3黒鹿56 浜中 俊小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 474＋ 21：37．51	 23．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 357，248，700円 複勝： 368，001，100円 枠連： 180，502，200円 馬連： 1，234，835，500円 馬単： 439，726，800円
ワイド： 505，162，200円 3連複： 1，633，187，900円 3連単： 2，815，796，000円 5重勝： 742，430，500円 計： 8，276，890，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 640円 � 220円 枠 連（1－2） 11，350円

馬 連 �� 11，220円 馬 単 �� 17，720円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 780円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 16，270円 3 連 単 ��� 112，900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����� 1，222，820円

票 数

単勝票数 計3572487 的中 � 418058（4番人気）
複勝票数 計3680011 的中 � 456153（4番人気）� 124839（10番人気）� 468137（3番人気）
枠連票数 計1805022 的中 （1－2） 12323（25番人気）
馬連票数 計12348355 的中 �� 90778（33番人気）
馬単票数 計4397268 的中 �� 18601（59番人気）
ワイド票数 計5051622 的中 �� 43242（36番人気）�� 174883（9番人気）�� 52721（30番人気）
3連複票数 計16331879 的中 ��� 75262（59番人気）
3連単票数 計28157960 的中 ��� 18081（370番人気）
5重勝票数 差引計7424305（返還計535911） 的中 ����� 425

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．6―12．5―12．1―12．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．7―47．3―59．8―1：11．9―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルディゼール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．11．10 京都1着

2016．4．1生 牡3鹿 母 フ ァ ー ゴ 母母 マチカネササメユキ 2戦2勝 賞金 45，441，000円
〔その他〕 ヴァルディゼール号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

マイネルフラップ号は，最後の直線コースで内側及び外側に逃避したことについて平地調教注意。

01024 1月6日 晴 良 （31京都1）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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 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
1：21．7
1：20．3

重
不良

713 メイショウラケーテ 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 460－ 41：24．3 7．4�
816 ミッキーワイルド 牡4鹿 56 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：24．51� 3．9�
35 ヌーディーカラー 牡4鹿 56 福永 祐一吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 470＋ 21：24．92	 2．8�
59 グローリーグローリ 牡4黒鹿56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 496＋10 〃 クビ 8．3�
24 
 サンシャーロット 牝5栗 55 酒井 学 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 450± 01：25．0	 48．0	
11 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B462＋ 81：25．1	 7．3

47 タガノカトレア 牝5鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 2 〃 ハナ 12．2�
714 ライトオブピース 牡5鹿 57 �島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－12 〃 ハナ 40．5�
815 アポロユッキー 牝5鹿 55 藤岡 佑介アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 528± 01：25．2クビ 22．1
48 ワンダーレアリサル 牝5鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 480－ 2 〃 クビ 51．1�
23 アスターソード 牡4鹿 56 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 454＋ 81：25．41� 23．4�
36 ランドハイパワー 牡6鹿 57 吉田 隼人木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 500＋141：25．82	 412．5�
611 スズカプリズム 牝6栗 55 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 488－ 21：25．9クビ 183．1�
510 ア バ ン サ ル �8栗 57 秋山真一郎今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 504± 01：26．64 333．9�
612 ウインハートビート 牡6栗 57 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 508＋101：27．55 122．4�
12 
 フジノサムライ 牡7黒鹿57 柴田 未崎栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 540－121：28．45 433．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 125，666，100円 複勝： 147，482，400円 枠連： 60，128，400円
馬連： 294，389，200円 馬単： 112，003，000円 ワイド： 181，662，300円
3連複： 424，603，400円 3連単： 611，848，200円 計： 1，957，783，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 150円 � 130円 枠 連（7－8） 1，070円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 570円 �� 400円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 13，650円

票 数

単勝票数 計1256661 的中 � 134383（4番人気）
複勝票数 計1474824 的中 � 173694（3番人気）� 252611（2番人気）� 330057（1番人気）
枠連票数 計 601284 的中 （7－8） 43416（4番人気）
馬連票数 計2943892 的中 �� 127578（5番人気）
馬単票数 計1120030 的中 �� 19593（14番人気）
ワイド票数 計1816623 的中 �� 75287（5番人気）�� 114376（3番人気）�� 174668（1番人気）
3連複票数 計4246034 的中 ��� 213876（1番人気）
3連単票数 計6118482 的中 ��� 32495（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―47．5―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウラケーテ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．4．6生 牡5黒鹿 母 クィーンロマンス 母母 オグリロマンス 17戦4勝 賞金 61，577，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジノサムライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月6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。
（非当選馬） 1頭 テイエムグッドマン号
（非抽選馬） 2頭 バーンフライ号・ラブリーイレブン号

５レース目



（31京都1）第2日 1月6日（日曜日） 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 157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

276，490，000円
20，170，000円
22，190，000円
1，230，000円
30，080，000円
64，725，000円
4，260，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
1，010，797，500円
1，307，544，800円
458，651，000円
2，531，622，800円
1，048，638，200円
1，332，064，000円
3，396，762，200円
5，635，794，100円
742，430，500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 17，464，305，100円

総入場人員 21，794名 （有料入場人員 20，770名）
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