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01061 1月19日 晴 良 （31京都1）第6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）
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 � スマートアルケミー 牡3青鹿56 武 豊大川 徹氏 笹田 和秀 米 Summer
Wind Equine 496－141：56．8 7．1�

812 オ ー マ オ 牡3栗 56 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 ハナ 10．5�
22 � ベイズンストリート 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 斉藤 崇史 米 Dixiana

Farms LLC B542－ 21：56．9� 1．2�
45 エイシンゴエモン 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 502＋ 41：57．0	 75．7�
69 メイショウラッシュ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 472－ 21：57．95 13．7	
68 サントルヴィル 牡3芦 56 藤岡 佑介
ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 522－ 61：58．0� 40．7�
56 ヒルノベルゲン 牡3青鹿56 酒井 学�ヒルノ 北出 成人 新冠 中地 義次 482± 0 〃 クビ 275．0�
710 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 468± 01：58．1クビ 140．1
44 クリノライジン 牡3栗 56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 484－ 21：58．52	 34．3�
711 タニノシェクハンド 牡3栗 56 田中 健谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 478－ 2 〃 クビ 90．0�
813 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 484＋ 81：58．6クビ 294．2�
57 コラルブラッシュ 牡3鹿 56 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 日高 Wing Farm 462＋ 41：59．66 305．4�
33 � クロスオブヴァロー 牡3鹿 56 岩田 康誠 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 英 D. J. and

Mrs Deer 466－ 41：59．81
 18．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，110，600円 複勝： 106，406，700円 枠連： 10，575，000円
馬連： 43，186，300円 馬単： 34，333，000円 ワイド： 37，141，100円
3連複： 64，053，000円 3連単： 136，217，600円 計： 464，023，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 120円 � 130円 � 100円 枠 連（1－8） 4，240円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 470円 �� 130円 �� 210円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計 321106 的中 � 36066（2番人気）
複勝票数 計1064067 的中 � 63481（2番人気）� 48622（3番人気）� 843464（1番人気）
枠連票数 計 105750 的中 （1－8） 1929（9番人気）
馬連票数 計 431863 的中 �� 8596（9番人気）
馬単票数 計 343330 的中 �� 4067（13番人気）
ワイド票数 計 371411 的中 �� 14367（7番人気）�� 92758（1番人気）�� 40870（2番人気）
3連複票数 計 640530 的中 ��� 70575（1番人気）
3連単票数 計1362176 的中 ��� 8580（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―38．2―51．8―1：05．3―1：18．8―1：31．8―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スマートアルケミー �
�
父 Super Saver �

�
母父 Petionville デビュー 2018．12．22 阪神6着

2016．3．9生 牡3青鹿 母 Runway Model 母母 Ticket to Houston 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

01062 1月19日 晴 良 （31京都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）
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

59 � ア ヴ ァ ン セ 牡3鹿 56 福永 祐一飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-
take Iida 474 ―1：55．9 5．6�

11 オ ー ブ ラ ン 牡3青鹿56 川須 栄彦中野 和子氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 456 ―1：56．22 20．2�
36 タケルライジング 牡3栃栗56 松山 弘平森 保彦氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 520 ―1：56．3クビ 21．8�
816 フェリシタシオン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 日高 中前牧場 516 ―1：56．51 3．7�
35 ロンリイマンサパタ 牡3栗 56 �島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 524 ― 〃 クビ 189．3�
47 フェードアウト 牡3鹿 56 C．ルメール 	KTレーシング 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 466 ―1：56．6クビ 2．6

48 モンサンファスト 牡3黒鹿56 秋山真一郎山下 新一氏 飯田 祐史 様似 猿倉牧場 458 ―1：56．92 33．3�
510 メ ル テ ー ル 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 494 ― 〃 ハナ 80．9�
12 エイシンフォーラン 牡3栗 56 国分 恭介	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 496 ―1：57．11	 15．1
714� プリンシパル 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 矢作 芳人 英 Cheveley Park
Stud Ltd 524 ―1：57．52
 6．4�

612 グランドバレエ 牡3黒鹿56 四位 洋文吉田 晴哉氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 472 ―1：57．71	 42．4�
23 ピ エ ナ モ ネ 牡3鹿 56 川島 信二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 504 ―1：58．02 127．3�
611 キクノアーリー 牡3芦 56 荻野 琢真菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 高村牧場 490 ―1：58．1
 119．7�
24 アンクルロイヤル 牡3鹿 56 国分 優作塚本 能交氏 高橋 亮 日高 奥山 博 478 ―1：58．52
 55．5�
713 ヴ ァ イ ル 牝3黒鹿54 高倉 稜山本 律氏 高柳 大輔 新冠 新冠橋本牧場 476 ―1：59．77 142．6�
815 グースクリーク 牡3鹿 56 田中 健ディアレストクラブ	 安達 昭夫 浦河 ディアレスト

クラブ 432 ―2：03．6大差 329．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，514，600円 複勝： 32，421，500円 枠連： 10，667，800円
馬連： 41，954，000円 馬単： 19，165，300円 ワイド： 29，005，100円
3連複： 52，557，700円 3連単： 60，945，100円 計： 272，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 520円 � 530円 枠 連（1－5） 1，890円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，470円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 20，300円 3 連 単 ��� 97，110円

票 数

単勝票数 計 255146 的中 � 35947（3番人気）
複勝票数 計 324215 的中 � 40103（4番人気）� 15248（6番人気）� 14916（7番人気）
枠連票数 計 106678 的中 （1－5） 4356（9番人気）
馬連票数 計 419540 的中 �� 6854（16番人気）
馬単票数 計 191653 的中 �� 1882（28番人気）
ワイド票数 計 290051 的中 �� 5302（15番人気）�� 5112（16番人気）�� 2618（28番人気）
3連複票数 計 525577 的中 ��� 1941（58番人気）
3連単票数 計 609451 的中 ��� 455（283番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―13．1―13．3―13．5―13．0―12．9―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．8―50．1―1：03．6―1：16．6―1：29．5―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア ヴ ァ ン セ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2016．4．8生 牡3鹿 母 Above Heaven 母母 Lady Joanne 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グースクリーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月19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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アニマート号・ジューンステータス号・シルバースミス号・スマートネフィリム号・フェイトフル号・マテラブレス号・

マーストファクト号・ミユキディオニソス号・モモコ号・ラドミュージシャン号

第１回 京都競馬 第６日



01063 1月19日 晴 良 （31京都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，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

44 キララアモーレ 牝3栗 54 和田 竜二吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 468－ 61：26．2 20．7�
33 デュアラブル 牝3栗 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 488－ 21：26．3� 2．0�
66 スイートミーティア 牝3鹿 54 藤岡 佑介伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 448－10 〃 ハナ 9．8�
11 ガールズロック 牝3栗 54 北村 友一�G1レーシング 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 21：27．25 5．1�
55 ブラックフェアリー 牝3青 54 岩田 康誠�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460－ 81：27．3� 27．7	
79 トーアディアナ 牝3栗 54 川須 栄彦高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 416± 01：28．04 93．5

67 サーストンネイジュ 牝3芦 54 福永 祐一齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 462－ 41：28．1クビ 2．8�
811 テッセラレイナ 牝3栗 54 小林 徹弥ディアレストクラブ� 山内 研二 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 21：28．52� 50．0�
810 アイファーファーレ 牝3鹿 54 岩崎 翼中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 464－ 41：28．92� 283．8
22 メイショウサザナミ 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 480－ 21：29．21� 150．8�
78 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± 01：29．83� 423．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，081，800円 複勝： 54，148，200円 枠連： 9，140，600円
馬連： 45，104，900円 馬単： 25，675，200円 ワイド： 30，813，600円
3連複： 61，153，700円 3連単： 119，504，900円 計： 371，622，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 380円 � 110円 � 230円 枠 連（3－4） 2，270円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，510円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 25，620円

票 数

単勝票数 計 260818 的中 � 10074（5番人気）
複勝票数 計 541482 的中 � 18108（5番人気）� 278730（1番人気）� 35543（4番人気）
枠連票数 計 91406 的中 （3－4） 3113（5番人気）
馬連票数 計 451049 的中 �� 19020（6番人気）
馬単票数 計 256752 的中 �� 3206（17番人気）
ワイド票数 計 308136 的中 �� 12219（7番人気）�� 4627（13番人気）�� 33874（3番人気）
3連複票数 計 611537 的中 ��� 14828（9番人気）
3連単票数 計1195049 的中 ��� 3381（66番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―12．1―12．5―12．4―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．4―47．9―1：00．3―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キララアモーレ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2018．10．8 京都12着

2016．5．21生 牝3栗 母 フ ラ ラ イ ン 母母 Call Me Granny 3戦1勝 賞金 5，000，000円

01064 1月19日 晴 良 （31京都1）第6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，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 300，000
300，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

35 ラ ラ ケ リ ア 牝3栗 54 藤懸 貴志フジイ興産� 斉藤 崇史 むかわ 真壁 信一 410 ―1：27．8 18．3�
（法942）

24 ア ル デ ン テ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 クビ 3．4�
713 タガノアリサ 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456 ―1：27．9クビ 11．4�
23 ウ ィ ズ リ ー 牝3栗 54 四位 洋文寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452 ―1：28．0� 39．1�
12 フューチャーベース 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 450 ―1：28．1� 3．4�
815 ワンダールウェス 牝3栗 54 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 454 ― 〃 同着 47．4	
510 スターペスユキコ 牝3栗 54 岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462 ―1：28．52� 47．9

59 ギ ガ バ イ ト 牝3栗 54 藤岡 佑介エンジェルレーシング� 今野 貞一 浦河 川越ファーム 436 ―1：28．82 113．2�
612 ディーズファンシー 牝3栗 54 福永 祐一秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 400 ―1：29．01� 6．7�
816 ガーデンガーデン 牝3黒鹿54 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 468 ―1：29．21 9．5
47 コーリンミルキー 牝3芦 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 512 ― 〃 クビ 8．9�
714 フェイクファー 牝3黒鹿54 国分 恭介西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 468 ―1：29．3クビ 140．5�
11 ダンツシャープ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：29．93� 177．3�
36 ダルトヴィラ 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 ハナ 17．2�
48 アカネジョウ 牝3栗 54 国分 優作河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 466 ―1：30．53� 96．2�
611 メイショウウルル 牝3鹿 54 田中 健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 中脇 満 470 ―1：31．03 104．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，380，300円 複勝： 33，996，200円 枠連： 11，439，900円
馬連： 43，769，400円 馬単： 19，964，200円 ワイド： 31，720，900円
3連複： 59，737，500円 3連単： 62，009，500円 計： 289，017，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 380円 � 160円 � 270円 枠 連（2－3） 1，190円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，060円 �� 830円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 75，810円

票 数

単勝票数 計 263803 的中 � 11504（8番人気）
複勝票数 計 339962 的中 � 19410（8番人気）� 66988（1番人気）� 29875（5番人気）
枠連票数 計 114399 的中 （2－3） 7449（4番人気）
馬連票数 計 437694 的中 �� 9430（15番人気）
馬単票数 計 199642 的中 �� 2169（27番人気）
ワイド票数 計 317209 的中 �� 6194（17番人気）�� 3863（22番人気）�� 10080（7番人気）
3連複票数 計 597375 的中 ��� 4002（32番人気）
3連単票数 計 620095 的中 ��� 593（233番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．7―12．9―12．6―12．3―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ラ ケ リ ア �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Holy Bull 初出走

2016．3．28生 牝3栗 母 ファミッリア 母母 Knight Prospector 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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 ウインドブラーハ号・オーパスメーカー号・クリノシラヌイ号・グレースベイ号・ゴッドバンブルビー号・

ジューンハルジオン号・スワンレーク号・タガノベリキュー号・ナムラアリス号・プレミアムコマチ号・
メイショウハナグシ号・リードザヴァン号・ルージュフォンセ号・レイナローサ号

追 加 記 事（第 1回京都競馬第 5日第 5競走）
〔その他〕　　レッドガニアン号は，競走中に疾病〔左第１趾骨近位骨折〕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。



01065 1月19日 晴 良 （31京都1）第6日 第5競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

611 マコトジュズマル 牡3栗 56 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 480－ 22：02．4 9．8�
58 � ヒーリングマインド 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 476－ 82：02．5	 9．8�
713 モズハチキン 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 444－ 62：02．6	 1．7�
22 ワ ダ ツ ミ 牡3鹿 56 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480－122：02．7	 5．8�
11 クリノオウジャ 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 450± 02：03．33	 54．6�
23 ミラーミラー 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 398－ 62：03．4	 6．9	
34 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 458＋ 22：04．03	 14．0

47 アスターハリケーン 牡3黒鹿56 �島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 新冠 カミイスタット 492＋102：04．1クビ 59．2�
712 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星岡田 牧雄氏 林 徹 新冠 赤石 久夫 B460＋ 4 〃 ハナ 282．1�
815 サクセスクルーズ 牡3黒鹿56 松田 大作髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 416－ 22：04．2
 354．4
46 オトメザミッキー 牝3青鹿54 松山 弘平三木 久史氏 中村 均 新冠 佐藤牧場 430± 02：04．3
 195．0�
35 タニセンボーラ 牡3栗 56 川島 信二染谷 幸雄氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 466－ 42：04．94 227．1�
814 デ ィ ー ド 牡3鹿 56 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 492－ 82：05．21
 159．6�
59 テイエムマイスター 牡3栗 56 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 日高テイエム

牧場株式会社 430± 02：05．41� 553．5�
610 バラーディスト 牝3黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 62：05．71
 79．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，978，500円 複勝： 63，714，300円 枠連： 13，934，000円
馬連： 53，969，400円 馬単： 28，513，200円 ワイド： 40，946，500円
3連複： 77，387，300円 3連単： 107，085，100円 計： 421，528，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 190円 � 180円 � 110円 枠 連（5－6） 4，140円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 920円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 21，990円

票 数

単勝票数 計 359785 的中 � 29118（5番人気）
複勝票数 計 637143 的中 � 48111（5番人気）� 53658（4番人気）� 324874（1番人気）
枠連票数 計 139340 的中 （5－6） 2605（10番人気）
馬連票数 計 539694 的中 �� 10212（13番人気）
馬単票数 計 285132 的中 �� 2567（25番人気）
ワイド票数 計 409465 的中 �� 9806（13番人気）�� 35133（4番人気）�� 44079（2番人気）
3連複票数 計 773873 的中 ��� 33788（7番人気）
3連単票数 計1070851 的中 ��� 3530（66番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―12．4―12．3―12．3―13．1―12．6―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．7―35．1―47．4―59．7―1：12．8―1：25．4―1：37．5―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトジュズマル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．12 札幌3着

2016．3．18生 牡3栗 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 5戦1勝 賞金 10，800，000円

01066 1月19日 晴 良 （31京都1）第6日 第6競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

23 オースミカテドラル 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 456－141：36．0 23．5�
713 ヴァリアント 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 468－ 2 〃 クビ 23．6�

11 ス ト ラ ー ル 牝3鹿 54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 454± 01：36．42� 41．9�
46 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 54 岩田 康誠ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 446－ 6 〃 アタマ 4．0�
22 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 486± 01：36．5クビ 43．7�
34 レークサイド 牡3鹿 56 川田 将雅本間 茂氏 �島 一歩 むかわ 上水牧場 470＋141：36．6� 14．1	
58 マルカノーベル �3黒鹿56 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490－ 21：36．92 5．0

59 メ ド ッ ク 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 桜井牧場 518＋ 6 〃 ハナ 99．3�
35 オウケンドーン 牡3鹿 56 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478－ 21：37．0� 7．7�
815 キ ュ ロ ン 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 21：37．1� 28．6
611 ヒロノアンビシャス 牡3鹿 56 松田 大作サンエイ開発� 北出 成人 浦河 杵臼牧場 444－ 6 〃 ハナ 292．5�
712 ダイシンラッシュ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 424－ 21：37．31	 164．8�
814 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480－ 61：37．83 2．8�
47 グランドビクトリー 牡3栗 56 武 豊田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 492＋181：37．9� 16．3�
610 リネンワンライン 牡3鹿 56 田中 健戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 真歌田中牧場 432± 01：39．49 452．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，970，900円 複勝： 50，181，600円 枠連： 14，405，400円
馬連： 62，570，600円 馬単： 27，695，200円 ワイド： 46，056，500円
3連複： 82，490，400円 3連単： 97，238，700円 計： 417，609，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 760円 � 810円 � 1，130円 枠 連（2－7） 11，580円

馬 連 �� 26，830円 馬 単 �� 45，250円

ワ イ ド �� 8，060円 �� 6，630円 �� 14，440円

3 連 複 ��� 246，480円 3 連 単 ��� 1，155，700円

票 数

単勝票数 計 369709 的中 � 12555（7番人気）
複勝票数 計 501816 的中 � 17871（7番人気）� 16536（9番人気）� 11473（11番人気）
枠連票数 計 144054 的中 （2－7） 964（24番人気）
馬連票数 計 625706 的中 �� 1807（48番人気）
馬単票数 計 276952 的中 �� 459（91番人気）
ワイド票数 計 460565 的中 �� 1477（52番人気）�� 1799（48番人気）�� 821（68番人気）
3連複票数 計 824904 的中 ��� 251（237番人気）
3連単票数 計 972387 的中 ��� 61（1230番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．4―12．2―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―47．9―1：00．1―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミカテドラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．11．24 京都9着

2016．4．3生 牡3鹿 母 ヘルスウォール 母母 サラトガフラッシュ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ラシェーラ号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・14番）



01067 1月19日 晴 良 （31京都1）第6日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：20．3

重
不良

24 メイショウギガース 牡5青鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 486＋101：24．8 8．2�
59 レッドリボン 牝5鹿 55 四位 洋文甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454－ 41：25．33 7．0�
714 メ ラ ナ イ ト �4青鹿56 C．ルメール�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 470＋ 61：25．4	 3．5�
713 ソリストサンダー 牡4黒鹿56 高倉 稜村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 478＋ 4 〃 ハナ 5．0�
815
 マラードザレコード �5青鹿57 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 468－ 8 〃 ハナ 14．5�
47 
 カ ミ ノ コ 牡4青鹿56 岩田 康誠門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 478＋24 〃 ハナ 21．9	
48 アシャカリアン 牡5栗 57 福永 祐一吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 492＋ 81：25．5� 4．5

11 クリノイダテン 牡4青鹿56 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 440＋ 21：25．6� 111．6�
816 モンサンフィエール 牡4栗 56 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 486＋ 81：26．23	 35．9�
611
 ゴールドハット �5黒鹿57 川田 将雅合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 422＋ 61：26．41	 17．4

23 リリーメーカー 牝5鹿 55 �島 良太阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 510＋ 41：26．5クビ 84．3�
612 ウェディングラン 牝7鹿 55 藤懸 貴志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 山田 政宏 468± 0 〃 クビ 583．1�
36  ベ ー 牡4栗 56 国分 恭介北山 敏�氏 田所 秀孝 浦河 ヒダカフアーム 502＋ 81：26．71 217．4�
35 サンライズフォルテ 牡5黒鹿57 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 B488－ 41：26．91	 67．4�
12 ノボリソング 牝4鹿 54 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 464＋ 61：27．21	 125．9�
510 ナリタミニスター 牡4鹿 56 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 462－101：27．3	 27．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，566，900円 複勝： 65，418，000円 枠連： 18，613，600円
馬連： 77，437，400円 馬単： 31，315，100円 ワイド： 54，167，600円
3連複： 106，112，500円 3連単： 108，557，800円 計： 504，188，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 180円 � 200円 枠 連（2－5） 2，120円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，040円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 33，510円

票 数

単勝票数 計 425669 的中 � 41210（5番人気）
複勝票数 計 654180 的中 � 62541（5番人気）� 103641（2番人気）� 87451（4番人気）
枠連票数 計 186136 的中 （2－5） 6794（10番人気）
馬連票数 計 774374 的中 �� 24100（10番人気）
馬単票数 計 313151 的中 �� 4302（22番人気）
ワイド票数 計 541676 的中 �� 18258（7番人気）�� 13273（12番人気）�� 15242（8番人気）
3連複票数 計1061125 的中 ��� 15168（15番人気）
3連単票数 計1085578 的中 ��� 2348（99番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．1―12．5―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．6―48．1―1：00．1―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．7
3 4，11，15，1（2，13）8（10，9）（3，7）（14，16）（12，5）6 4 4，11，15（1，13）（8，2，9）7（3，14）10（12，5）（6，16）

勝馬の
紹 介

メイショウギガース �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．29 京都6着

2014．4．20生 牡5青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 15戦3勝 賞金 29，320，000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 エナジーピエトラ号
（非抽選馬） 3頭 オオオヤブン号・ボナパルト号・リスペクタブル号

01068 1月19日 晴 良 （31京都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 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

55 � リテラルフォース 牡5黒鹿57 川田 将雅村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 516－ 21：52．3 4．0�
11 フィールドセンス 牡5鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 548＋161：52．51	 5．0�
22 � メイショウナンプウ 牡5青鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B508＋ 81：52．71 58．7�
77 � スズカマサル 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 448± 01：52．8
 151．5�
33 シュンノカミ 牡5青鹿 57

56 ☆坂井 瑠星石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 498－ 41：53．43� 70．5�
44 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± 01：53．61� 5．1	
66 ダイシンカローリ 牡4栗 56 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 510＋ 21：54．02� 45．9

89 テンザワールド 牡5栗 57 C．ルメール 天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444＋101：54．53 1．9�
88 � キタサンデイジー 牝4栗 54

53 ☆加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 米 Blackstone
Farm LLC 468± 01：54．81
 29．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，467，500円 複勝： 40，950，600円 枠連： 10，008，000円
馬連： 52，849，400円 馬単： 35，268，500円 ワイド： 34，511，900円
3連複： 66，494，300円 3連単： 157，619，000円 計： 436，169，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 240円 � 1，100円 枠 連（1－5） 890円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，150円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 7，910円 3 連 単 ��� 26，950円

票 数

単勝票数 計 384675 的中 � 75529（2番人気）
複勝票数 計 409506 的中 � 69245（2番人気）� 47140（4番人気）� 7450（8番人気）
枠連票数 計 100080 的中 （1－5） 8655（5番人気）
馬連票数 計 528494 的中 �� 45874（4番人気）
馬単票数 計 352685 的中 �� 16095（6番人気）
ワイド票数 計 345119 的中 �� 27536（5番人気）�� 3853（18番人気）�� 3619（20番人気）
3連複票数 計 664943 的中 ��� 6298（21番人気）
3連単票数 計1576190 的中 ��� 4239（62番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―13．0―12．3―12．9―12．8―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―37．7―50．0―1：02．9―1：15．7―1：27．8―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�リテラルフォース 
�
父 ホワイトマズル 

�
母父 ダンスインザダーク

2014．4．29生 牡5黒鹿 母 アブソルートライン 母母 ヒドゥンダンス 13戦2勝 賞金 33，900，000円
初出走 JRA



01069 1月19日 晴 良 （31京都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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

811 ダイアトニック 牡4鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 482＋ 61：21．5 1．4�
78 グランドロワ 牡5栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B498＋10 〃 ハナ 18．2�
55 トゥザクラウン 牡5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B534＋ 21：21．6� 3．8�
44 タイセイソニック 牡4黒鹿56 藤岡 佑介田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 466＋ 81：22．23	 31．4�
66 メイショウイサナ 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 安平 
橋本牧場 524＋ 2 〃 クビ 12．5�
33 メイケイダイハード 牡4鹿 56 秋山真一郎名古屋競馬	 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 550＋161：22．51� 48．4

810� オリエンタルポリス 牡6芦 57 小牧 太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 496－ 21：22．71� 324．8�
79 ディアボレット 牝4栗 54 和田 竜二	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460－ 41：22．8	 99．1�
22 ス カ ル バ ン 牡5鹿 57 福永 祐一	KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 506＋ 41：23．01 19．7
67 ワンダーレアリサル 牝5鹿 55 高倉 稜山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 478－ 21：23．85 168．2�
11 サバイバルポケット 牝6鹿 55 岩田 康誠福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：24．01	 45．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，229，700円 複勝： 168，493，300円 枠連： 16，325，300円
馬連： 91，454，000円 馬単： 57，522，600円 ワイド： 56，849，400円
3連複： 113，079，500円 3連単： 248，453，500円 計： 805，407，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 320円 �� 140円 �� 520円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 532297 的中 � 303649（1番人気）
複勝票数 計1684933 的中 � 1314101（1番人気）� 45864（4番人気）� 126161（2番人気）
枠連票数 計 163253 的中 （7－8） 14288（3番人気）
馬連票数 計 914540 的中 �� 63754（3番人気）
馬単票数 計 575226 的中 �� 33397（4番人気）
ワイド票数 計 568494 的中 �� 37816（3番人気）�� 147445（1番人気）�� 20792（8番人気）
3連複票数 計1130795 的中 ��� 102736（3番人気）
3連単票数 計2484535 的中 ��� 45415（12番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．4―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．0―46．4―57．7―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．16 阪神1着

2015．5．12生 牡4鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 7戦3勝 賞金 46，580，000円

01070 1月19日 晴 良 （31京都1）第6日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス（Ｌ）
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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 ヴェロックス 牡3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 490＋ 82：00．7 2．6�

88 サトノウィザード 牡3鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 486＋ 42：01．01	 1．9�
55 フェアリーポルカ 牝3鹿 54 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：01．32 74．8�
11 ショウリュウイクゾ 牡3栗 56 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 クビ 40．4�
22 リオンリオン 牡3鹿 56 福永 祐一寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋122：01．62 20．9�
33 ロードマイウェイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 462－ 22：02．02
 58．6	
66 キングリスティア 牡3青 56 岩田 康誠廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 506± 0 〃 クビ 7．5

44 ブ ラ ヴ ァ ス 牡3鹿 56 武 豊佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 62：02．74 7．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 108，582，400円 複勝： 116，775，100円 枠連： 発売なし
馬連： 151，994，900円 馬単： 78，373，000円 ワイド： 80，898，100円
3連複： 166，014，600円 3連単： 400，887，000円 計： 1，103，525，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 600円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，570円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 10，880円

票 数

単勝票数 計1085824 的中 � 328712（2番人気）
複勝票数 計1167751 的中 � 430080（1番人気）� 368145（2番人気）� 17752（8番人気）
馬連票数 計1519949 的中 �� 445514（1番人気）
馬単票数 計 783730 的中 �� 99208（2番人気）
ワイド票数 計 808981 的中 �� 173203（1番人気）�� 10606（16番人気）�� 10333（18番人気）
3連複票数 計1660146 的中 ��� 35340（10番人気）
3連単票数 計4008870 的中 ��� 26704（37番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．6―12．8―12．4―12．6―12．0―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．4―49．2―1：01．6―1：14．2―1：26．2―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

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

2
4
6，4，5，7（2，8）1，3
6（4，7）5（2，8）（3，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェロックス �

父 ジャスタウェイ �


母父 Monsun デビュー 2018．8．5 小倉1着

2016．3．4生 牡3鹿 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 4戦2勝 賞金 38，617，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01071 1月19日 晴 良 （31京都1）第6日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス（Ｌ）

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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

58 サクセスエナジー 牡5黒鹿56 松山 弘平髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 542＋ 11：22．8 3．1�
22 スマートダンディー 牡5鹿 56 武 豊大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 500－ 21：23．43	 5．3�
712 サ ン グ ラ ス 牡8青鹿56 秋山真一郎玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B522－ 21：23．71
 147．7�
814 リーゼントロック 牡8黒鹿57 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 532＋151：23．8
 120．3�
815 バ イ ラ 牡4鹿 55 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 514＋ 6 〃 ハナ 8．8�
713 タムロミラクル 牡7青鹿57 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 478＋ 21：23．9クビ 62．0�
610 ヒデノインペリアル �7栗 56 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 516＋121：24．22 19．4	
47 アキトクレッセント 牡7鹿 57 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 61：24．3	 16．7

23 ヴェンジェンス 牡6栗 56 C．ルメール 宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 498＋ 61：24．51� 3．1�
46 ドライヴナイト 牡6黒鹿57 藤岡 佑介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 522＋ 2 〃 クビ 8．9
35 ショコラブラン 牡7芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム B476＋ 21：24．71	 27．4�
611 マッチレスヒーロー 牡8栗 56 加藤 祥太�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B486＋ 4 〃 アタマ 136．1�
59 タガノエスプレッソ 牡7鹿 57 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 61：25．33	 146．4�
34 タイセイエクレール 牡6鹿 56 池添 謙一田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 538＋161：26．04 153．9�
11 メイショウヒサカタ 牝4栗 53 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 492＋ 41：26．1クビ 183．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 87，974，500円 複勝： 123，397，600円 枠連： 57，691，800円
馬連： 293，709，900円 馬単： 108，935，000円 ワイド： 152，430，200円
3連複： 451，131，300円 3連単： 595，760，700円 計： 1，871，031，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 190円 � 1，640円 枠 連（2－5） 380円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 390円 �� 4，800円 �� 5，630円

3 連 複 ��� 28，140円 3 連 単 ��� 81，350円

票 数

単勝票数 計 879745 的中 � 221684（2番人気）
複勝票数 計1233976 的中 � 263825（1番人気）� 183082（3番人気）� 13226（11番人気）
枠連票数 計 576918 的中 （2－5） 116091（1番人気）
馬連票数 計2937099 的中 �� 251002（3番人気）
馬単票数 計1089350 的中 �� 50020（5番人気）
ワイド票数 計1524302 的中 �� 112721（3番人気）�� 7637（33番人気）�� 6494（38番人気）
3連複票数 計4511313 的中 ��� 12020（66番人気）
3連単票数 計5957607 的中 ��� 5309（234番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．9―11．8―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．4―58．2―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスエナジー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．4．1 阪神6着

2014．4．11生 牡5黒鹿 母 サクセスアイニー 母母 アワーミスレッグス 12戦5勝 賞金 80，336，000円
［他本会外：4戦2勝］

01072 1月19日 晴 良 （31京都1）第6日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 モンテヴェルデ 牡5青鹿57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B472－ 21：09．5 8．9�
23 セトノシャトル 牡4栗 56 岩田 康誠難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 B520＋ 2 〃 アタマ 23．0�
35 コンパウンダー 牡4黒鹿56 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－14 〃 クビ 11．9�
36 � ソフトポジション 牡4鹿 56 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 474± 0 〃 ハナ 28．7�
713 クルークヴァール 牡4鹿 56 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464＋101：09．6� 16．5�
59 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 松山 弘平平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 470－ 61：09．7� 10．1�
816 クインズチャパラ 牝4鹿 54 福永 祐一亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 452－ 6 〃 ハナ 3．1	
815 メイショウソウビ 	5鹿 57 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478＋121：09．91� 92．9

48 ディープアドラーレ 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 430－10 〃 クビ 190．3�
612 エ ヴ ァ イ エ 牝4鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 466± 01：10．0クビ 5．1
611 プラチナコード 牡7芦 57 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 512＋ 8 〃 ハナ 85．9�
24 メイショウツバキ 牝4黒鹿54 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 462＋ 2 〃 ハナ 20．2�
47 デザートストーム 牡5黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 4 〃 クビ 6．8�

11 � デンコウアリオン 牡5鹿 57 岩崎 翼田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 480＋ 61：10．31� 269．8�
510 マルモレイナ 牝5鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 464± 0 〃 ハナ 14．1�
714 サ ブ リ ナ 牝4栃栗54 北村 友一小原準一郎氏 森 秀行 新ひだか 平野牧場 450－ 41：11．910 166．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，121，900円 複勝： 74，882，500円 枠連： 32，915，100円
馬連： 140，807，000円 馬単： 52，127，300円 ワイド： 87，274，800円
3連複： 200，810，200円 3連単： 239，284，600円 計： 880，223，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 320円 � 580円 � 460円 枠 連（1－2） 3，170円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 13，530円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，530円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 23，680円 3 連 単 ��� 125，430円

票 数

単勝票数 計 521219 的中 � 46750（4番人気）
複勝票数 計 748825 的中 � 66339（5番人気）� 32397（9番人気）� 42343（6番人気）
枠連票数 計 329151 的中 （1－2） 8022（16番人気）
馬連票数 計1408070 的中 �� 15387（27番人気）
馬単票数 計 521273 的中 �� 2889（47番人気）
ワイド票数 計 872748 的中 �� 11193（23番人気）�� 14918（16番人気）�� 6476（46番人気）
3連複票数 計2008102 的中 ��� 6358（83番人気）
3連単票数 計2392846 的中 ��� 1383（425番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．5―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．8―46．2―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．7
3 10（11，12）（3，9）13（1，4，7，16）5，6（8，15）2－14 4 10，11，12（3，9）13（1，4，16）7，5（6，15）8，2＝14

勝馬の
紹 介

モンテヴェルデ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2017．1．22 京都3着

2014．3．23生 牡5青鹿 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 14戦2勝 賞金 19，900，000円
※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 スノーガーデン号



（31京都1）第6日 1月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

220，900，000円
20，130，000円
1，100，000円
24，370，000円
66，121，500円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
565，979，600円
930，785，600円
205，716，500円
1，098，807，200円
518，887，600円
681，815，700円
1，501，022，000円
2，333，563，500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
計 7，836，577，700円

総入場人員 13，397名 （有料入場人員 12，695名）
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