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01013 1月6日 晴 良 （2京都1） 第2日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

59 アイスヴィスタ 牝3芦 54
52 △岩田 望来村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 458－ 41：55．9 7．0�

34 ソプラドール 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468± 01：56．21� 6．0�

610 ペルルドール 牝3栗 54 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 472－ 6 〃 クビ 5．0�
58 オーロラテーラー 牝3栗 54 国分 恭介中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 482± 01：56．3クビ 43．4�
11 ナムラキティー 牝3栗 54 川島 信二奈村 睦弘氏 荒川 義之 新ひだか 八田ファーム 460－ 6 〃 ハナ 26．0�
713 スターライトジャズ 牝3鹿 54 S．フォーリー 犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 444－ 41：56．4� 5．0	

（愛）

47 ダンツイノーバ 牝3栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 450＋ 41：56．5� 4．9

815 スマートラミア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 公一 日高 いとう牧場 482－ 4 〃 ハナ 39．0�
712 ゼットピアレス 牝3黒鹿54 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 486＋ 2 〃 アタマ 223．9
46 ブライトアイズ 牝3栗 54 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 468＋ 41：56．71� 17．7�
611 ハローミスソフィ 牝3青 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：57．87 12．9�
22 スナークアリス 牝3芦 54 吉田 隼人杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 450± 01：59．410 227．7�
23 サウンドポポ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 原 フアーム 452－ 21：59．5クビ 392．0�
814 タイズオブハート 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 448＋101：59．82 9．3�
35 ブーシェガール 牝3鹿 54

52 △斎藤 新小林 祥晃氏 村山 明 熊本 本田 土寿 442－ 12：00．01� 154．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，190，900円 複勝： 41，441，800円 枠連： 11，320，200円
馬連： 53，749，600円 馬単： 23，755，700円 ワイド： 43，626，000円
3連複： 82，240，800円 3連単： 83，912，800円 計： 365，237，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 180円 � 180円 枠 連（3－5） 1，650円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 720円 �� 890円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 20，980円

票 数

単勝票数 計 251909 的中 � 28575（5番人気）
複勝票数 計 414418 的中 � 43148（5番人気）� 61572（3番人気）� 62317（2番人気）
枠連票数 計 113202 的中 （3－5） 5301（9番人気）
馬連票数 計 537496 的中 �� 22131（7番人気）
馬単票数 計 237557 的中 �� 4867（15番人気）
ワイド票数 計 436260 的中 �� 15689（6番人気）�� 12365（10番人気）�� 15791（5番人気）
3連複票数 計 822408 的中 ��� 14489（12番人気）
3連単票数 計 839128 的中 ��� 2899（53番人気）

ハロンタイム 12．3―12．4―13．3―13．2―13．1―12．7―12．6―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．7―38．0―51．2―1：04．3―1：17．0―1：29．6―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイスヴィスタ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．12．8 阪神5着

2017．2．4生 牝3芦 母 アイスメアー 母母 ハロースウィーティ 2戦1勝 賞金 5，800，000円
※出走取消馬 ワイルドキャット号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グラマラスマリー号・コアレスクイーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01014 1月6日 晴 良 （2京都1） 第2日 第2競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走10時40分 （ダート・右）
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
1：47．6

重
重

59 リュクスウォリアー 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 498 ―1：54．8 4．9�
611 タイセイパワーズ 牡3黒鹿56 松若 風馬田中 成奉氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 546 ― 〃 クビ 6．2�
612 デンコウユジーヌ 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 540 ―1：55．33 61．0�
36 ケイアイドリー 牡3鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 486 ―1：55．61� 6．5�
11 タイセイシリウス 牡3鹿 56

54 △岩田 望来田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 486 ―1：56．66 14．4�
48 ル シ エ ン テ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 土田農場 490 ―1：56．92 10．0�
713 プ ロ ス ペ ロ 牡3栗 56 柴山 雄一村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 472 ―1：57．32 119．7	
35 アースライザー �3栗 56 藤岡 佑介 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：57．51	 72．8�
24 キーピリオッド 牡3鹿 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 498 ―1：58．03 27．8�
12 エイシンアイトーン 牡3栗 56 岩田 康誠
栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 468 ―1：58．63
 22．4
714 レッドエランドール 牡3鹿 56 福永 祐一 
東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 520 ―1：58．7� 3．0�
815 ブルベアミリオン 牡3栗 56 �島 克駿 
ブルアンドベア 川村 禎彦 浦河 中山牧場 496 ―1：59．12
 85．9�
510 タマモアマリリス 牝3栗 54 古川 吉洋タマモ
 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 504 ―1：59．41� 29．6�
23 ワンダージェラート 牡3鹿 56 高倉 稜山本 能行氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 456 ―1：59．5
 184．7�
47 セプタードアイル 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 藤原牧場 492 ―2：00．03 23．4�
816 ロードローラー 牡3芦 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス
 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 530 ―2：00．42
 40．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，152，100円 複勝： 30，369，500円 枠連： 11，662，600円
馬連： 38，846，900円 馬単： 18，299，000円 ワイド： 35，446，900円
3連複： 60，835，100円 3連単： 63，768，200円 計： 283，380，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 220円 � 1，240円 枠 連（5－6） 1，100円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 560円 �� 4，970円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 18，220円 3 連 単 ��� 66，710円

票 数

単勝票数 計 241521 的中 � 38777（2番人気）
複勝票数 計 303695 的中 � 45131（2番人気）� 39937（3番人気）� 4907（12番人気）
枠連票数 計 116626 的中 （5－6） 8206（3番人気）
馬連票数 計 388469 的中 �� 21620（4番人気）
馬単票数 計 182990 的中 �� 4761（9番人気）
ワイド票数 計 354469 的中 �� 17681（3番人気）�� 1755（49番人気）�� 2100（45番人気）
3連複票数 計 608351 的中 ��� 2503（55番人気）
3連単票数 計 637682 的中 ��� 693（188番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．6―13．8―13．4―12．3―12．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．9―51．7―1：05．1―1：17．4―1：30．0―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リュクスウォリアー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2017．4．30生 牡3鹿 母 リュクスメジャー 母母 ユーキャンドゥイット 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 カイオウマル号・カズモンタルチーノ号・キョウワドライヴ号・シゲルフォボス号・テーオーバフェット号・

リュウグウハヤブサ号

第１回 京都競馬 第２日



01015 1月6日 晴 良 （2京都1） 第2日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 640，000
640，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 ベストジーニスト 牡3黒鹿56 武 豊髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社
吉田ファーム 478＋ 21：26．2 5．9�

47 エイシンバッカス 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476＋181：26．41� 5．3�
24 サンライズミリオン 牡3黒鹿56 岩田 康誠松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 534＋ 41：26．5クビ 16．2�
35 エーティーメジャー 牡3鹿 56 荻野 極荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 484± 0 〃 アタマ 7．7�
510 リリーミニスター �3芦 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 476＋12 〃 同着 179．0�
815 ドンマニフィコ 牡3芦 56 吉田 隼人山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 438＋101：26．6� 80．0	
59 ア ナ ン ク ス 牡3鹿 56

54 △岩田 望来杉浦 和也氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 466± 01：26．7� 28．6

12 タイキワンダラス 牡3青鹿56 荻野 琢真�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 448－ 21：27．97 45．5�
612 ガ リ レ イ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 510＋101：28．0� 5．9
11 リインフォース 牡3黒鹿56 松若 風馬ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 462＋18 〃 クビ 65．2�
611 ニューリリース 牡3栗 56

54 △斎藤 新江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 小島牧場 490＋121：29．7大差 223．0�
48 ペルフォルマンテ 牡3栗 56 川田 将雅山本 律氏 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 518± 01：29．8クビ 2．4�
816 ナムラマホーホ 牡3鹿 56 岩崎 翼奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 434± 01：30．11� 156．7�
36 インディビジュアル 牡3鹿 56 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 474＋ 41：30．52� 38．8�

714 ララマジシエンヌ 牝3黒鹿 54
51 ▲団野 大成フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 下屋敷牧場 510＋121：32．09 269．6�

（法942）

（15頭）
713 マルタクロス 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，625，200円 複勝： 44，399，100円 枠連： 13，341，400円
馬連： 56，035，000円 馬単： 26，600，600円 ワイド： 45，101，200円
3連複： 80，456，300円 3連単： 95，735，400円 計： 394，294，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 230円 � 420円 枠 連（2－4） 390円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，260円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 26，460円

票 数

単勝票数 差引計 326252（返還計 1043） 的中 � 44165（3番人気）
複勝票数 差引計 443991（返還計 1390） 的中 � 61242（2番人気）� 52105（5番人気）� 23894（6番人気）
枠連票数 差引計 133414（返還計 12） 的中 （2－4） 25915（1番人気）
馬連票数 差引計 560350（返還計 2965） 的中 �� 27413（7番人気）
馬単票数 差引計 266006（返還計 801） 的中 �� 5963（14番人気）
ワイド票数 差引計 451012（返還計 2515） 的中 �� 17327（9番人気）�� 9017（14番人気）�� 9373（13番人気）
3連複票数 差引計 804563（返還計 7983） 的中 ��� 9132（20番人気）
3連単票数 差引計 957354（返還計 7997） 的中 ��� 2623（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．2―47．7―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．5
3 3，4（1，5）（2，7，12）（6，8）16（10，15）11，9＝14 4 3，4（1，5，7）2，12，6（10，15）（9，8）－11，16－14

勝馬の
紹 介

ベストジーニスト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2019．9．29 阪神4着

2017．3．20生 牡3黒鹿 母 リアルエクスペクテイションズ 母母 Educated Risk 3戦1勝 賞金 7，500，000円
〔出走取消〕 マルタクロス号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 アナンクス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 アナンクス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インディビジュアル号・ララマジシエンヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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。
（非抽選馬） 3頭 シャルロワ号・ベッロコルサ号・ミッシーコルザ号

01016 1月6日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2京都1） 第2日 第4競走 ��2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：11．2良・重

11 シングルアップ 牡4鹿 59 森 一馬 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 538＋143：19．2 2．2�
811 ナイトジュレップ 牡5栗 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 23：19．41 6．0�
68 アグネスフォルテ �7栗 60 中村 将之畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 440＋ 43：20．99 10．0�
812 ナイトスプライト 牝5栗 58 難波 剛健 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 484＋103：21．96 26．3�
44 ストレートパンチ 牡4鹿 59 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 488＋103：22．11� 25．1	
56 � クラウンジャミール 牡5栗 60 上野 翔矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 458± 03：22．31 214．9

22 ハイドロフォイル �7鹿 60 高田 潤 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 504＋ 23：23．04 3．6�
55 � アーネストホープ �6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 63：23．53 24．0�
710 クロフネプリンセス 牝5栗 58 小坂 忠士サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430＋123：25．4大差 28．1
67 � クリノハプスブルク 牡6鹿 60 五十嵐雄祐栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 456＋ 23：25．5	 83．7�
33 � ターゲリート 牡7黒鹿60 石神 深一�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 63：25．81
 12．7�
79 ゲンパチシャドウ 牡4鹿 59 江田 勇亮平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 476＋103：26．01
 106．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，951，400円 複勝： 18，320，300円 枠連： 8，831，400円
馬連： 33，024，200円 馬単： 19，018，500円 ワイド： 26，825，700円
3連複： 56，859，200円 3連単： 82，551，800円 計： 262，382，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 160円 � 250円 枠 連（1－8） 560円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 330円 �� 670円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 8，080円

票 数

単勝票数 計 169514 的中 � 61532（1番人気）
複勝票数 計 183203 的中 � 45528（1番人気）� 30536（3番人気）� 13956（4番人気）
枠連票数 計 88314 的中 （1－8） 12102（2番人気）
馬連票数 計 330242 的中 �� 35091（2番人気）
馬単票数 計 190185 的中 �� 13391（3番人気）
ワイド票数 計 268257 的中 �� 23320（2番人気）�� 9922（7番人気）�� 6600（12番人気）
3連複票数 計 568592 的中 ��� 15496（7番人気）
3連単票数 計 825518 的中 ��� 7404（18番人気）
上り 1マイル 1：50．4 4F 55．2－3F 41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1＝4－11＝7－（12，6）10，8，5，2－9＝3
1＝4，11＝（12，6）＝8－7，2，10，5＝9＝3

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

勝馬の
紹 介

シングルアップ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．3 阪神1着

2016．1．27生 牡4鹿 母 ラ フ ア ッ プ 母母 フレンドレイ 障害：2戦1勝 賞金 8，680，000円
※出走取消馬 クリノエリザベッタ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）・テイエムオスカー号（疾病〔右前肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アースドラゴン号・ブルベアペスカ号



01017 1月6日 晴 良 （2京都1） 第2日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

611 オールザワールド 牡3鹿 56 川田 将雅前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：04．2 1．9�
23 ネブロシティ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：04．73 6．3�
24 セイウンラストヘイ 牡3黒鹿56 池添 謙一西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 516± 02：04．8� 12．2�
12 スリーシャーペン 牡3鹿 56 高倉 稜永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 480± 02：05．11� 264．0�
59 カレンブラッキーナ 牝3青鹿54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446－102：05．31� 38．2�
713 チ ャ イ カ 牝3鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 02：05．61� 4．4	
36 ウインサンフラワー 牡3鹿 56

54 △斎藤 新�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 448± 0 〃 クビ 65．5

11 マルカバージョン 牡3栗 56 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 青森 ユーコー牧場 494－ 42：05．91	 151．7�
47 サルサデスティニー 牡3栗 56 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 436－ 62：06．0� 216．1�
48 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 54 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 404± 02：06．21 17．9
510 マコトイスカンダル 牡3鹿 56

54 △岩田 望来�ディアマント 
島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 458± 02：06．3� 24．8�
612 カ ケ ル 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 482－ 62：06．62 8．7�
815 シ ョ ウ ア ン 牝3栗 54 岩田 康誠泉 一郎氏 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 504＋ 22：07．45 430．3�
35 シュクセサール 牝3青鹿54 荻野 琢真�ラ・メール 寺島 良 日高 スマイルファーム 420－142：07．61� 389．9�
816 チョウフラッシュ 牡3鹿 56 太宰 啓介丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 前田ファーム 476－ 62：08．34 736．1�
714 アンシミラー 牡3鹿 56 荻野 極鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 福田牧場 464± 02：10．6大差 508．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，901，600円 複勝： 70，116，600円 枠連： 13，290，700円
馬連： 56，823，600円 馬単： 33，981，400円 ワイド： 51，557，700円
3連複： 87，669，600円 3連単： 136，241，300円 計： 486，582，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（2－6） 380円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 290円 �� 480円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 369016 的中 � 151297（1番人気）
複勝票数 計 701166 的中 � 327953（1番人気）� 83513（3番人気）� 43155（5番人気）
枠連票数 計 132907 的中 （2－6） 26846（2番人気）
馬連票数 計 568236 的中 �� 73505（2番人気）
馬単票数 計 339814 的中 �� 30578（2番人気）
ワイド票数 計 515577 的中 �� 51474（3番人気）�� 26848（5番人気）�� 13127（12番人気）
3連複票数 計 876696 的中 ��� 29224（9番人気）
3連単票数 計1362413 的中 ��� 15936（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―12．6―12．8―13．0―12．7―12．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．8―49．4―1：02．2―1：15．2―1：27．9―1：40．8―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．3
1
3
5－4，11（3，13）6（2，7）（8，10）9（14，16）15（1，12）
5，4－11（3，13）（2，7）（6，8，16）9（15，10，12）1＝14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オールザワールド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Dansili デビュー 2019．10．5 京都2着

2017．2．5生 牡3鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 5戦1勝 賞金 11，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンシミラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2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） 3頭 アルサトワ号・ウインセレナード号・サングレデクリスト号

01018 1月6日 晴 良 （2京都1） 第2日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時00分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

22 ヴ ォ ル ス ト 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 500± 01：53．6 20．5�
11 ハクアイウィンザー 牡3鹿 56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 518－ 2 〃 クビ 37．0�
88 アポロアベリア 牡3栗 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 538＋101：53．81� 37．3�
77 ドゥラモット 牝3黒鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：54．01� 4．0�
89 サトノラファール 牡3栗 56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 546－ 61：54．42� 3．5�
44 レッドブロンクス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋18 〃 ハナ 4．1	
66 ショウナンナデシコ 牝3栗 54 川田 将雅国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 468＋ 81：55．35 2．7

33 ボギータイサ 牡3芦 56

54 △斎藤 新原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：55．62 115．4�
55 フェイバリット 牡3黒鹿56 坂井 瑠星島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋101：55．7� 166．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 46，685，900円 複勝： 42，729，300円 枠連： 7，901，100円
馬連： 60，173，400円 馬単： 34，298，000円 ワイド： 44，516，800円
3連複： 82，140，400円 3連単： 166，562，200円 計： 485，007，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 410円 � 620円 � 690円 枠 連（1－2） 9，390円

馬 連 �� 12，300円 馬 単 �� 25，240円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 2，940円 �� 4，750円

3 連 複 ��� 32，370円 3 連 単 ��� 294，530円

票 数

単勝票数 計 466859 的中 � 18218（5番人気）
複勝票数 計 427293 的中 � 29255（5番人気）� 17707（6番人気）� 15719（7番人気）
枠連票数 計 79011 的中 （1－2） 652（16番人気）
馬連票数 計 601734 的中 �� 3791（21番人気）
馬単票数 計 342980 的中 �� 1019（42番人気）
ワイド票数 計 445168 的中 �� 4787（18番人気）�� 3916（21番人気）�� 2399（25番人気）
3連複票数 計 821404 的中 ��� 1903（51番人気）
3連単票数 計1665622 的中 ��� 410（294番人気）

ハロンタイム 12．2―12．3―13．3―13．0―13．4―12．6―11．9―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．5―37．8―50．8―1：04．2―1：16．8―1：28．7―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴ ォ ル ス ト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．24 札幌1着

2017．2．7生 牡3鹿 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 4戦2勝 賞金 15，400，000円
〔その他〕 ショウナンナデシコ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



01019 1月6日 晴 良 （2京都1） 第2日 第7競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

814 キングオブコージ 牡4鹿 56 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 42：02．8 13．2�

46 パ ト リ ッ ク 牡4鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 474＋102：02．9� 3．3�
58 プレイリードリーム 牡4鹿 56 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 466＋102：03．22 34．7�
35 ガウディウム 牡6鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 アタマ 5．1�
34 マイエンフェルト 牝4鹿 54

51 ▲団野 大成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：03．3クビ 46．9	
22 アマネセール 牡4青鹿56 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496＋142：03．4� 5．6

11 レッドアルジーヌ 牝5芦 55

54 ☆西村 淳也 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462＋ 62：03．61	 224．0�
815 レッドアウローラ 牝4鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 クビ 53．6�
23 ディープサドラーズ 牡4鹿 56

54 △岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452± 02：04．02
 20．9
610 リーガルメイン 牡4鹿 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 22：04．1クビ 4．8�
611 デクレアラー 牡5栗 57 藤岡 康太�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 42：04．2� 44．1�
47 � テンノカガヤキ 牝5鹿 55 坂井 瑠星天白 泰司氏 寺島 良 洞湖 レイクヴィラファーム 444－ 42：04．3クビ 11．2�
59 � プリヒストリー �5黒鹿57 S．フォーリーゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 0 〃 クビ 51．8�
（愛）

712 サンライズクロンヌ 牡7栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 500＋102：04．61
 25．1�
713 エレヴァルアスール 牡4黒鹿56 秋山真一郎�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B500± 02：05．77 250．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，376，600円 複勝： 58，149，700円 枠連： 16，429，400円
馬連： 81，988，300円 馬単： 31，971，600円 ワイド： 61，800，300円
3連複： 120，281，500円 3連単： 144，511，500円 計： 555，508，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 350円 � 170円 � 860円 枠 連（4－8） 1，200円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 720円 �� 6，850円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 22，530円 3 連 単 ��� 117，580円

票 数

単勝票数 計 403766 的中 � 24342（6番人気）
複勝票数 計 581497 的中 � 39870（6番人気）� 115494（1番人気）� 13974（10番人気）
枠連票数 計 164294 的中 （4－8） 10597（5番人気）
馬連票数 計 819883 的中 �� 30791（8番人気）
馬単票数 計 319716 的中 �� 5194（19番人気）
ワイド票数 計 618003 的中 �� 23492（6番人気）�� 2231（60番人気）�� 6779（24番人気）
3連複票数 計1202815 的中 ��� 4003（75番人気）
3連単票数 計1445115 的中 ��� 891（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．3―49．2―1：02．0―1：14．8―1：26．8―1：38．9―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
15（4，14）（2，7）（3，9）（1，11）－12，10，5，13，6，8
15（14，7，10）（4，2，9，12）（3，11）（1，5）－6，13，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブコージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 東京5着

2016．3．26生 牡4鹿 母 ファイノメナ 母母 Caumshinaun 10戦2勝 賞金 18，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01020 1月6日 晴 良 （2京都1） 第2日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

55 トモノコテツ 牡5鹿 57 武 豊共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 476＋ 61：54．5 3．0�
812 ナイルデルタ 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 488± 01：54．6� 3．8�
68 ミラクルユニバンス 牡7栗 57 和田 竜二亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450＋ 61：55．13 29．0�
79 � クイーンズトゥルー 牝5黒鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 430＋101：55．2� 96．8�
67 アンジュミニョン 牝4鹿 54

51 ▲団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 450＋ 6 〃 ハナ 6．9	

56 シールドヴォルト 牡4鹿 56 	島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 438＋ 81：55．3� 5．9

22 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B502＋ 2 〃 ハナ 5．4�
44 � ディープスピリッツ 牡6鹿 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 470＋ 41：55．5� 13．3�
811 ル リ ジ オ ン 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治�G1レーシング 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 41：55．6� 130．0

710 メイショウバルコラ 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 522＋ 6 〃 クビ 54．7�
11 スーペルゴラッソ 牡4鹿 56

53 ▲亀田 温心 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 522＋301：55．7� 196．1�
33 スズカブランコ 牡4栗 56 岩崎 翼永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 454＋ 41：55．8クビ 58．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，272，500円 複勝： 37，810，500円 枠連： 12，925，900円
馬連： 55，208，400円 馬単： 26，438，600円 ワイド： 38，738，200円
3連複： 75，917，600円 3連単： 113，875，200円 計： 390，186，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 130円 � 370円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，100円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 14，670円

票 数

単勝票数 計 292725 的中 � 76457（1番人気）
複勝票数 計 378105 的中 � 82177（2番人気）� 86691（1番人気）� 17375（7番人気）
枠連票数 計 129259 的中 （5－8） 27739（1番人気）
馬連票数 計 552084 的中 �� 73327（1番人気）
馬単票数 計 264386 的中 �� 20702（1番人気）
ワイド票数 計 387382 的中 �� 42652（1番人気）�� 8320（16番人気）�� 6378（19番人気）
3連複票数 計 759176 的中 ��� 12810（15番人気）
3連単票数 計1138752 的中 ��� 5625（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．0―38．7―51．7―1：04．2―1：16．6―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモノコテツ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．1．20 京都4着

2015．5．5生 牡5鹿 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 15戦2勝 賞金 23，250，000円



01021 1月6日 曇 良 （2京都1） 第2日 第9競走 ��
��2，200�

こ は た

許 波 多 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

811 ショウリュウイクゾ 牡4栗 56 川田 将雅上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B500＋ 42：15．0 2．8�
56 サンレイポケット 牡5黒鹿57 荻野 極永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 476± 0 〃 ハナ 4．3�
79 ヒルノダカール 牡4青鹿56 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 520－ 42：15．53 6．2�
33 グラットシエル 牡6黒鹿57 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 524＋14 〃 アタマ 10．6�
55 ウォーターパルフェ 牡5鹿 57 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 480－ 22：15．6� 7．4	
67 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿54 藤岡 康太杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 454＋ 22：15．7	 84．3

710 トーホウアルテミス 牝5栗 55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 490± 0 〃 クビ 27．2�
68 ブラックジェイド 牡6黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 532＋ 22：16．01	 6．6�
812 ド ゥ オ ー モ 牡7鹿 57 藤井勘一郎広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 486＋ 82：16．31� 62．0
44 メイショウテンシャ 牡6芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478＋122：16．62 51．1�
11 ヒッチコック 牡4芦 56 藤岡 佑介薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 500± 02：16．92 31．1�
22 モ ザ イ ク 牡6黒鹿57 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 472＋ 42：17．0� 131．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，917，400円 複勝： 69，184，300円 枠連： 17，582，600円
馬連： 94，047，400円 馬単： 40，263，400円 ワイド： 64，475，500円
3連複： 136，570，500円 3連単： 180，371，800円 計： 651，412，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 340円 �� 350円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 489174 的中 � 139578（1番人気）
複勝票数 計 691843 的中 � 180038（1番人気）� 118712（2番人気）� 92947（3番人気）
枠連票数 計 175826 的中 （5－8） 30012（1番人気）
馬連票数 計 940474 的中 �� 89726（1番人気）
馬単票数 計 402634 的中 �� 22873（2番人気）
ワイド票数 計 644755 的中 �� 48671（1番人気）�� 48118（2番人気）�� 37415（4番人気）
3連複票数 計1365705 的中 ��� 76301（1番人気）
3連単票数 計1803718 的中 ��� 22410（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．4―12．5―12．3―12．6―12．5―12．5―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．9―48．3―1：00．8―1：13．1―1：25．7―1：38．2―1：50．7―2：02．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウイクゾ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．17 阪神1着

2016．2．11生 牡4栗 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 11戦3勝 賞金 47，781，000円

01022 1月6日 曇 良 （2京都1） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

しんしゅん

新春ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

22 クライムメジャー 牡6栗 57 岩田 康誠 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 532＋ 41：36．8 16．3�
810	 ユニコーンライオン 牡4黒鹿56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 526＋ 8 〃 ハナ 5．1�
79 サムシングジャスト 牝4黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 514＋10 〃 クビ 5．6�
55 メイショウオーパス 牡5黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 512＋ 21：36．9クビ 3．6�
33 ワンダープチュック 牡6黒鹿57 武 豊山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 516＋14 〃 クビ 6．2	
811 ブランノワール 牝4鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 41：37．0クビ 4．4

66 シトラスノート 牝4鹿 54 S．フォーリー 吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 アタマ 8．6�

（愛）

44 ファミーユボヌール 牝6黒鹿55 
島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：37．42� 193．0�
11 オブリゲーション 牡7鹿 57 柴山 雄一�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 480＋ 81：37．72 77．1
67 メリーメーキング 牡4黒鹿56 池添 謙一前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456＋ 21：37．8クビ 54．7�
78 ルグランパントル 8鹿 57 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 490＋101：38．01� 188．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 52，713，300円 複勝： 70，297，800円 枠連： 21，011，800円
馬連： 125，434，700円 馬単： 50，171，500円 ワイド： 68，397，300円
3連複： 167，291，800円 3連単： 252，759，800円 計： 808，078，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 450円 � 200円 � 200円 枠 連（2－8） 2，280円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 11，460円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，600円 �� 700円

3 連 複 ��� 12，350円 3 連 単 ��� 85，190円

票 数

単勝票数 計 527133 的中 � 25769（7番人気）
複勝票数 計 702978 的中 � 33072（7番人気）� 103493（3番人気）� 98600（4番人気）
枠連票数 計 210118 的中 （2－8） 7117（11番人気）
馬連票数 計1254347 的中 �� 17273（20番人気）
馬単票数 計 501715 的中 �� 3281（39番人気）
ワイド票数 計 683973 的中 �� 11054（19番人気）�� 10736（20番人気）�� 26203（12番人気）
3連複票数 計1672918 的中 ��� 10154（39番人気）
3連単票数 計2527598 的中 ��� 2151（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．6―37．3―50．3―1：02．6―1：14．3―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クライムメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．24 中京1着

2014．3．31生 牡6栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 24戦5勝 賞金 106，850，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



01023 1月6日 曇 良 （2京都1） 第2日 第11競走 ��
��3，000�

まんよう

万葉ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，31．1．5以降1．12．28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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
3：01．0
3：01．0

良
良

815 タガノディアマンテ 牡4栗 53 川田 将雅八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋ 83：08．7 3．1�

35 タイセイモナーク 牡4鹿 51 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488＋ 43：09．33� 11．6�
23 レノヴァール 牡5鹿 54 四位 洋文 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532＋103：09．4� 12．3�
713	 レイホーロマンス 牝7鹿 51 松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428＋ 63：09．5� 44．1�
814 ミッキーバード 牡5鹿 51 和田 竜二野田みづき氏 尾関 知人 洞
湖 レイクヴィラファーム 530＋143：09．6� 16．0�
11 アイスバブル 牡5芦 55 S．フォーリー 金子真人ホールディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460＋10 〃 ハナ 6．5


（愛）

22 チェスナットコート 牡6栗 55 坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470＋103：09．7� 29．7�
610 ヤマカツライデン 牡8黒鹿54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 554＋263：09．8� 66．2�
34 	 マコトガラハッド �7鹿 51 酒井 学	ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 500± 03：09．9クビ 122．0
59 パリンジェネシス 牡6黒鹿54 武 豊 �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 506－ 43：10．0� 16．8�
611 プリンスオブペスカ 牡6鹿 54 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 490＋ 23：10．1� 6．9�
47 エイシンクリック 牡6鹿 51 横山 典弘	栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 486＋ 83：10．41� 4．2�
58 イペルラーニオ 牡5鹿 52 西村 淳也 �キャロットファーム 西村 真幸 新冠 コスモヴューファーム B504＋ 2 〃 アタマ 46．7�
712 ド ゥ ー カ 牡7栗 52 国分 優作 	カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 510＋ 43：10．61 123．5�
46 レトロロック 牡8鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 492＋ 8 〃 クビ 253．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 116，484，500円 複勝： 157，483，900円 枠連： 64，562，500円
馬連： 388，164，400円 馬単： 137，418，600円 ワイド： 231，422，900円
3連複： 664，301，300円 3連単： 866，874，800円 計： 2，626，712，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 280円 � 380円 枠 連（3－8） 1，290円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 820円 �� 810円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 27，270円

票 数

単勝票数 計1164845 的中 � 295568（1番人気）
複勝票数 計1574839 的中 � 320015（1番人気）� 131615（5番人気）� 90677（6番人気）
枠連票数 計 645625 的中 （3－8） 38774（4番人気）
馬連票数 計3881644 的中 �� 161023（6番人気）
馬単票数 計1374186 的中 �� 36076（6番人気）
ワイド票数 計2314229 的中 �� 74147（8番人気）�� 75026（7番人気）�� 26946（27番人気）
3連複票数 計6643013 的中 ��� 72525（22番人気）
3連単票数 計8668748 的中 ��� 23043（76番人気）

ハロンタイム 13．5―12．6―12．6―12．9―12．2―12．4―13．2―13．2―12．5―12．6―12．7―12．1―12．0―11．9―12．3

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�
13．5―26．1―38．7―51．6―1：03．8―1：16．2―1：29．4―1：42．6―1：55．1―2：07．7―2：20．4―2：32．5

2，600� 2，800�
―2：44．5―2：56．4

コーナー
通過順位

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

2
�

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

タガノディアマンテ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．21 京都4着

2016．4．20生 牡4栗 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 11戦2勝 賞金 61，555，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01024 1月6日 曇 良 （2京都1） 第2日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時20分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：09．0
1：08．7

不良
重

510 アユツリオヤジ 牡6栗 57 松若 風馬 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 500＋ 41：11．5 25．6�
713	 カーンテソーロ 牡4栗 56 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

484＋ 2 〃 アタマ 28．9�
35 スズカカナロア 牡4鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：11．6
 11．3�
816	 ピ ア シ ッ ク 牡4鹿 56 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

492＋ 21：11．7クビ 2．7�
23 スズカゴーディー 牡6黒鹿57 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B488＋ 61：12．12� 14．3�
12 ジュエアトゥー �6栗 57 古川 吉洋首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 500－10 〃 クビ 58．4	
36 	 ボーサンシー 牡7栗 57

54 ▲団野 大成吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F 526＋ 41：12．2クビ 38．8


11  メイプルグレイト 牡5栗 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 B526＋ 8 〃 ハナ 3．5�
714 ダイメイサツキ 牡4黒鹿56 国分 恭介宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 510＋ 4 〃 クビ 80．9�
611	 ヒップホップスワン 牝6栗 55

53 △岩田 望来吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve
Conboy 506± 01：12．3クビ 6．0

47 シアワセデス 牝7鹿 55 S．フォーリー 窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社
吉田ファーム 496± 01：12．4
 70．5�

（愛）

612 スマートモリガン 牝4青鹿54 荻野 極大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 478± 01：12．5
 202．3�
815 メ ラ ナ イ ト �5青鹿57 �島 克駿�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 468± 01：12．71� 11．7�
48 	 スーパーモリオン 牡6青鹿57 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 524± 01：12．91� 25．6�
59 トラベリング 牡5栗 57

56 ☆西村 淳也 �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 494＋ 21：13．1
 171．4�
（15頭）

24 バルコラベーロ 牡6栗 57
55 △斎藤 新 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 80，479，600円 複勝： 100，812，100円 枠連： 39，632，900円
馬連： 180，139，400円 馬単： 78，670，400円 ワイド： 130，508，100円
3連複： 282，796，000円 3連単： 413，269，400円 計： 1，306，307，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 580円 � 640円 � 350円 枠 連（5－7） 11，050円

馬 連 �� 31，450円 馬 単 �� 61，970円

ワ イ ド �� 6，110円 �� 3，630円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 72，480円 3 連 単 ��� 588，640円

票 数

単勝票数 差引計 804796（返還計 421） 的中 � 25090（7番人気）
複勝票数 差引計1008121（返還計 764） 的中 � 44404（7番人気）� 39649（8番人気）� 81375（5番人気）
枠連票数 差引計 396329（返還計 27） 的中 （5－7） 2778（27番人気）
馬連票数 差引計1801394（返還計 2660） 的中 �� 4438（57番人気）
馬単票数 差引計 786704（返還計 1106） 的中 �� 952（113番人気）
ワイド票数 差引計1305081（返還計 2858） 的中 �� 5474（50番人気）�� 9301（35番人気）�� 10350（32番人気）
3連複票数 差引計2827960（返還計 11173） 的中 ��� 2926（161番人気）
3連単票数 差引計4132694（返還計 11437） 的中 ��� 509（1041番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．3―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．1
3 6，10（1，13）14－（9，12）8，11（5，15）（3，7）2，16 4 6，10，13（1，14）－（9，12）（8，11）（5，15，7）（2，3）16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アユツリオヤジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．9 函館8着

2014．3．19生 牡6栗 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 31戦4勝 賞金 54，370，000円
〔出走取消〕 バルコラベーロ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ピアシック号の騎手武豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ウイナーズロード号・クリムズンフラッグ号・スターペスマリア号・テーオーソルジャー号・ニホンピロマドン号・

ブルヴェルソン号・ヤマニンブルーベル号・ランバージャック号・レッドランサー号
（非抽選馬） 4頭 アカツキジョー号・クラシコ号・ゴッドバンブルビー号・メイショウラビエ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（2京都1）第2日 1月6日（月曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

227，900，000円
16，420，000円
23，350，000円
1，230，000円
26，400，000円
69，347，500円
5，190，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
550，751，000円
741，114，900円
238，492，500円
1，223，635，300円
520，887，300円
842，416，600円
1，897，360，100円
2，600，434，200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 8，615，091，900円

総入場人員 11，185名 （有料入場人員 10，716名）
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