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01049 1月13日 晴 稍重 （2京都1） 第5日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

23 アフィラトゥーラ 牡3黒鹿56 福永 祐一加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 500＋101：13．4 1．5�
610 テイエムイダテン 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 470＋ 81：14．67 13．3�
712 マイレリーフ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 430＋ 41：15．02� 25．4�
59 タガノコットン 牡3栗 56 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 506＋ 6 〃 ハナ 38．3�
815 イッツマイビジネス 牡3栗 56

53 ▲団野 大成清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 450＋ 2 〃 クビ 14．8�
11 ヒロシゲサンライズ 牡3鹿 56 秋山真一郎阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 浦河 笹島 政信 510＋121：15．42� 14．7�
47 ランファスター 牡3鹿 56

54 △斎藤 新深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 北光牧場 490± 01：15．5� 19．9	
713 ド ー ン 牝3鹿 54

52 △岩田 望来奥田 貴敏氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 434－10 〃 ハナ 7．4

46 ヒデノサードニクス 牡3鹿 56 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 464＋121：15．6� 224．0�
611 カ ミ ー ノ 牡3鹿 56 S．フォーリー �カナヤマホールディングス 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 482＋101：15．7� 7．4

（愛）

35 モモイロキッス 牝3鹿 54 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 446＋ 61：15．91� 142．0�
22 ミッシーコルザ 牝3鹿 54 国分 優作�三嶋牧場 石橋 守 浦河 三嶋牧場 448－ 21：16．22 189．1�
58 ワイルドジャーニー 牡3青鹿 56

53 ▲亀田 温心玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育
成牧場 438＋ 61：16．51� 373．1�

34 ディヤーソーチャン 牝3鹿 54
51 ▲服部 寿希杉元 四男氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 466＋ 41：17．45 313．5�

814 モズタンポポ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 惣田 英幸 412－161：23．8大差 191．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，508，600円 複勝： 68，812，900円 枠連： 15，971，000円
馬連： 64，669，400円 馬単： 36，828，600円 ワイド： 56，200，800円
3連複： 101，762，600円 3連単： 133，983，600円 計： 517，737，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 310円 � 520円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 520円 �� 920円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 395086 的中 � 198650（1番人気）
複勝票数 計 688129 的中 � 314792（1番人気）� 35797（5番人気）� 18984（9番人気）
枠連票数 計 159710 的中 （2－6） 31153（2番人気）
馬連票数 計 646694 的中 �� 44517（5番人気）
馬単票数 計 368286 的中 �� 19422（5番人気）
ワイド票数 計 562008 的中 �� 29362（5番人気）�� 15544（11番人気）�� 5532（29番人気）
3連複票数 計1017626 的中 ��� 13193（24番人気）
3連単票数 計1339836 的中 ��� 6048（53番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．7―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．7―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフィラトゥーラ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．9．21 中山4着

2017．4．7生 牡3黒鹿 母 ツルマルローズ 母母 メモリーズオブロニー 5戦1勝 賞金 10，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズタンポポ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月13日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 タマモゼーゼマン号（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キモンルビー号・ブルベアマイル号・リリカルフレイム号
※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。

01050 1月13日 晴 稍重 （2京都1） 第5日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時40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 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

12 アラジンバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 484－ 21：54．7 1．8�
713 ジ ロ ー 牡3鹿 56 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 460－ 41：55．97 9．0�
24 キングダムナイツ 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 454± 01：56．0クビ 13．6�
815 クリノヴジュアル 牡3栗 56

54 △岩田 望来栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 478± 0 〃 アタマ 10．2�

612 ニホンピロスクーロ 牡3青鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 474－ 61：56．1� 5．8�
48 プリマヴィスタ 牡3栗 56 坂井 瑠星加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－101：56．73� 14．1�
11 ペ イ ダ ー ト 牡3栗 56

54 △斎藤 新水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 474－ 81：57．01� 119．6	
59 ラブスピール 牝3鹿 54 川須 栄彦増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 428－ 4 〃 ハナ 38．0

35 ポールトゥウィン 牡3鹿 56 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 494＋ 41：57．21	 74．2�
611 チ ェ ー ロ 牡3黒鹿56 太宰 啓介東海林貴大氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 482± 01：57．41	 407．6
23 メイショウカリスマ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 青森 諏訪牧場 516－121：57．72 20．1�
816
 ストレプトカーパス 牝3黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 鈴木 孝志 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 484＋ 21：57．9� 66．7�
47 カズポルトチェルボ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 472＋ 61：58．22 63．6�
36 ロ ル ベ ー ア 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 460－ 21：58．52 22．9�
510 レイズアフォレスト 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 宮本 博 新ひだか 高橋フアーム 472＋101：59．35 567．5�
714 サマーソルト �3栗 56

53 ▲服部 寿希宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 488＋ 22：00．89 257．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，741，800円 複勝： 73，123，200円 枠連： 15，675，300円
馬連： 79，148，700円 馬単： 37，450，900円 ワイド： 70，641，700円
3連複： 124，169，600円 3連単： 145，826，300円 計： 593，777，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 230円 � 320円 枠 連（1－7） 1，090円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 450円 �� 810円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 9，910円

票 数

単勝票数 計 477418 的中 � 208984（1番人気）
複勝票数 計 731232 的中 � 234365（1番人気）� 65393（4番人気）� 41833（7番人気）
枠連票数 計 156753 的中 （1－7） 11106（5番人気）
馬連票数 計 791487 的中 �� 68324（2番人気）
馬単票数 計 374509 的中 �� 23642（2番人気）
ワイド票数 計 706417 的中 �� 42923（2番人気）�� 22080（10番人気）�� 14118（15番人気）
3連複票数 計1241696 的中 ��� 25474（9番人気）
3連単票数 計1458263 的中 ��� 10663（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．9―50．3―1：03．2―1：15．8―1：28．5―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．9
1
3
2，4（1，12）5（9，6）（8，10）（7，15）－（3，13，14）11，16
2（4，12）－5（1，8，9，6）（7，15）－13（3，11，16）10＝14

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

勝馬の
紹 介

アラジンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．4．3生 牡3鹿 母 シークレットアセット 母母 Smuggler 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔発走状況〕 ペイダート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サマーソルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月13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。
（非当選馬） 2頭 ミツルプレジデント号・ワンダフルデイズ号
（非抽選馬） 2頭 キセキパレス号・サクラサーブル号

第１回 京都競馬 第５日



01051 1月13日 晴 稍重 （2京都1） 第5日 第3競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時10分 （ダート・右）

牝；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

11 ス ペ ロ デ ア 牝3栗 54 武 豊 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 462 ―1：56．8 2．9�

46 エレガントヴォイス 牝3栗 54 坂井 瑠星吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470 ―1：57．33 14．9�
712 マジックアーツ 牝3青鹿 54

52 △斎藤 新下河辺隆行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 450 ―1：57．51 4．5�
814 クォリティタイム 牝3鹿 54 荻野 極�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 484 ―1：58．24 7．3�
34 サンマルブリランテ 牝3鹿 54 酒井 学相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 中村 雅明 460 ―1：58．94 10．9	
711 ワンダーシエンプロ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 436 ―1：59．11 23．1

33 ペイシャフレンチ 牝3鹿 54 古川 吉洋北所 直人氏 高橋 義博 平取 赤石牧場 480 ―2：00．16 143．9�
813 ローマンビューティ 牝3青 54 岩田 康誠�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 508 ―2：00．42 4．8�
22 ダイシンギワ 牝3鹿 54 加藤 祥太大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 468 ―2：00．5� 128．0
58 エナジーループ 牝3栗 54

52 △岩田 望来 �キャピタル・システム �島 一歩 浦河 宮内牧場 490 ―2：00．6� 34．8�
69 アイファーレモン 牝3鹿 54 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 416 ―2：01．66 378．3�
57 ボッシェボーレン 牝3鹿 54 幸 英明�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 476 ―2：01．7クビ 12．9�
610 ベルシャヴェール 牝3鹿 54 松若 風馬西村 静子氏 山内 研二 新冠 川上牧場 422 ―2：06．4大差 173．1�
45 タガノクレオパトラ 牝3黒鹿54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464 ―2：07．03� 42．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，652，000円 複勝： 45，614，500円 枠連： 18，021，300円
馬連： 58，300，900円 馬単： 27，581，800円 ワイド： 45，892，300円
3連複： 87，039，100円 3連単： 100，333，800円 計： 419，435，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 320円 � 160円 枠 連（1－4） 2，100円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 340円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 21，380円

票 数

単勝票数 計 366520 的中 � 98349（1番人気）
複勝票数 計 456145 的中 � 96910（1番人気）� 27954（7番人気）� 78994（2番人気）
枠連票数 計 180213 的中 （1－4） 6631（11番人気）
馬連票数 計 583009 的中 �� 16934（11番人気）
馬単票数 計 275818 的中 �� 5269（15番人気）
ワイド票数 計 458923 的中 �� 10822（12番人気）�� 38770（1番人気）�� 10740（13番人気）
3連複票数 計 870391 的中 ��� 17496（9番人気）
3連単票数 計1003338 的中 ��� 3401（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―38．2―52．1―1：05．2―1：18．7―1：31．7―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス ペ ロ デ ア �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 サウスヴィグラス 初出走

2017．4．4生 牝3栗 母 サクラフォルトゥナ 母母 サクラスイートキス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 クォリティタイム号の騎手難波剛健は，第1回中山競馬第4日第4競走での落馬負傷のため荻野極に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルシャヴェール号・タガノクレオパトラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年2月13日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 カイオウマル号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※エレガントヴォイス号・ローマンビューティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01052 1月13日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（2京都1） 第5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

33 ゲネラルプローベ 牡8鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 496＋ 43：24．2 2．7�
711 シャインブライト �7芦 60 石神 深一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 6．1�
57 ブルベアペスカ 牡4栗 59 熊沢 重文 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 484－ 23：24．3� 62．1�
610 デ ィ ー ド 牡4鹿 59 黒岩 悠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 498＋ 43：24．62 95．2�
45 メメニシコリ 牡7鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B472＋ 43：24．7クビ 5．9�
11 ホウオウアクセル 牡4栗 59 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 83：24．8� 36．0	
34 � スフバータル 牡7栗 60 草野 太郎
和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 516－ 23：24．9クビ 15．0�
712 クールエイジア 牡8鹿 60 伴 啓太�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 468＋ 43：25．85 96．0�
22 カシノウィング 牡4鹿 59 上野 翔柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 516＋143：27．39 214．7
58 ケイアイネイビー 牡4栗 59 小野寺祐太亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 460＋103：28．25 96．2�
814� トウキョウコール 牡6鹿 60 五十嵐雄祐西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 452＋173：41．5大差 259．9�
46 プレシャスルージュ �8黒鹿60 植野 貴也 
シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 （競走中止） 3．1�
69 ピエナキャプテン 牡4芦 59 田村 太雅本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 472＋10 （競走中止） 157．4�
813 ショウナンタイザン 牡7黒鹿60 平沢 健治国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 510＋ 6 （競走中止） 12．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，396，700円 複勝： 33，958，600円 枠連： 16，674，100円
馬連： 48，036，900円 馬単： 26，322，500円 ワイド： 37，681，800円
3連複： 83，224，700円 3連単： 119，543，600円 計： 393，838，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 180円 � 860円 枠 連（3－7） 760円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，850円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 13，460円 3 連 単 ��� 45，210円

票 数

単勝票数 計 283967 的中 � 82580（1番人気）
複勝票数 計 339586 的中 � 91988（1番人気）� 47316（4番人気）� 6591（8番人気）
枠連票数 計 166741 的中 （3－7） 16957（2番人気）
馬連票数 計 480369 的中 �� 41103（3番人気）
馬単票数 計 263225 的中 �� 13047（4番人気）
ワイド票数 計 376818 的中 �� 31005（3番人気）�� 4921（16番人気）�� 2565（30番人気）
3連複票数 計 832247 的中 ��� 4634（34番人気）
3連単票数 計1195436 的中 ��� 1917（129番人気）
上り 1マイル 1：51．6 4F 55．1－3F 41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
3－11，7－5，10，2（1，12）－4＝8＝14
3，5（7，11）4－（10，2，12）1＝8＝14

�
�
3，11－7，5，10，2，1－（4，12）＝8＝14
3，5－（7，11）－4（10，2）12－1＝8＝14

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゲネラルプローベ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2014．6．14 阪神3着

2012．4．10生 牡8鹿 母 ウルトラスキー 母母 ノースフエイス 障害：11戦1勝 賞金 22，730，000円
〔騎手変更〕 ショウナンタイザン号の騎手難波剛健は，第1回中山競馬第4日第4競走での落馬負傷のため平沢健治に変更。
〔競走中止〕 ピエナキャプテン号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したしたため競走中止。

ショウナンタイザン号は，発走直後，つまずいて騎手がバランスを崩した際に手綱が変位し，制御できなくなったため，1
周目4号障害手前で競走中止。
プレシャスルージュ号は，2周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※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。
（非抽選馬） 1頭 モルゲンロート号



01053 1月13日 晴 良 （2京都1） 第5日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

12 ファルコニア 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444－ 41：50．4 1．5�
815 サマービート 牡3鹿 56

54 △岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 41：50．71� 5．8�

36 ム ジ カ 牝3鹿 54 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 430－14 〃 クビ 74．6�
11 ル ド ヴ ィ コ 牡3鹿 56 北村 友一吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：50．91� 23．2�
713 ル ヴ ァ ン 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462± 01：51．0� 40．0�
510 メイショウミモザ 牝3芦 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 434± 01：51．21� 34．6	
48 ワールドスケール 牡3鹿 56 国分 恭介�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 466－12 〃 ハナ 13．5

24 グリーンハイパワー 牡3鹿 56 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 464－ 21：51．41� 47．8�
612 エブリワンブラック 牡3鹿 56 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 500± 01：51．61� 8．9
47 ウインシュトローム 牡3黒鹿56 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 むかわ 真壁 信一 530＋ 8 〃 クビ 389．9�
611 ダイメイティアラ 牝3鹿 54 和田 竜二宮本 孝一氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム B454＋ 61：51．7� 83．2�
816 ラヴィンフォール 牝3青鹿54 四位 洋文大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 01：51．8クビ 13．2�
23 ヴァイスリヒト 牡3栗 56 松山 弘平�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 59．7�
714 エイシンマシーン 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治平井 克彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 210．4�
59 ケ イ マ ー ダ 牡3栗 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476± 01：51．9� 140．1�
35 エールオンレール 牝3栗 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 442－ 21：52．64 227．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，953，800円 複勝： 103，593，800円 枠連： 26，252，300円
馬連： 86，195，500円 馬単： 47，919，900円 ワイド： 80，777，400円
3連複： 137，078，600円 3連単： 191，229，200円 計： 735，000，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 680円 枠 連（1－8） 200円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，320円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 14，190円

票 数

単勝票数 計 619538 的中 � 317343（1番人気）
複勝票数 計1035938 的中 � 496214（1番人気）� 139507（2番人気）� 16923（11番人気）
枠連票数 計 262523 的中 （1－8） 100236（1番人気）
馬連票数 計 861955 的中 �� 153431（1番人気）
馬単票数 計 479199 的中 �� 62140（1番人気）
ワイド票数 計 807774 的中 �� 113244（1番人気）�� 13980（13番人気）�� 5197（33番人気）
3連複票数 計1370786 的中 ��� 17708（16番人気）
3連単票数 計1912292 的中 ��� 9767（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．2―48．7―1：01．8―1：14．1―1：26．3―1：38．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファルコニア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．2．10生 牡3鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 3戦1勝 賞金 9，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グレーフェンベルク号・ピエナアルティシア号・ラッキータカチャン号
（非抽選馬） 2頭 ガマン号・コスモトコシエ号

01054 1月13日 晴 稍重 （2京都1） 第5日 第6競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：21．7
1：20．3

重
不良

44 ソングオブザハート 牝3鹿 54
53 ☆川又 賢治幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 416－ 21：27．1 36．0�
710 グランマリアージュ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464－ 41：27．2� 12．0�
813 ロフティーピーク 牝3鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 486± 0 〃 ハナ 5．3�
33 メイショウユリシス 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 468＋ 21：27．51� 54．1	
68 ホットミスト 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋16 〃 クビ 3．4

22 ハイアーグレード 牝3栗 54 松若 風馬下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 452＋ 21：27．6� 23．1�
57 アルコレーヌ 牝3栃栗54 北村 友一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 ハナ 2．1�
711 メイショウマサヒメ 牝3青鹿54 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 480－ 41：27．91� 13．7
812 イエロージニア 牝3栗 54

52 △斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 434± 01：30．0大差 160．6�
56 ミントティー 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也小林 昌子氏 高柳 大輔 日高 スウィング
フィールド牧場 418＋ 21：30．74 52．6�

69 ローランダー 牝3栗 54 国分 優作山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 450＋ 61：32．08 175．2�
45 ラブミーレディー 牝3黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 452－ 81：32．74 37．1�

（12頭）
11 テイエムクイーン 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 54，596，900円 複勝： 73，712，500円 枠連： 17，822，900円
馬連： 89，440，500円 馬単： 47，172，400円 ワイド： 75，909，300円
3連複： 134，155，500円 3連単： 209，400，500円 計： 702，210，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 880円 � 350円 � 220円 枠 連（4－7） 4，770円

馬 連 �� 30，050円 馬 単 �� 62，840円

ワ イ ド �� 6，370円 �� 2，060円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 50，860円 3 連 単 ��� 566，470円

票 数

単勝票数 計 545969 的中 � 12112（7番人気）
複勝票数 計 737125 的中 � 18558（9番人気）� 54573（5番人気）� 104968（3番人気）
枠連票数 計 178229 的中 （4－7） 2893（12番人気）
馬連票数 計 894405 的中 �� 2306（39番人気）
馬単票数 計 471724 的中 �� 563（78番人気）
ワイド票数 計 759093 的中 �� 2986（41番人気）�� 9473（21番人気）�� 19268（11番人気）
3連複票数 計1341555 的中 ��� 1978（89番人気）
3連単票数 計2094005 的中 ��� 268（617番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．5―12．8―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．3―47．8―1：00．6―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．3
3 5（7，11）（4，10）13（2，6）（9，3）－（12，8） 4 ・（5，7，11）（4，10）13，2，3，8（9，6）－12

勝馬の
紹 介

ソングオブザハート �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．10．14 京都7着

2017．4．3生 牝3鹿 母 ジュディソング 母母 ジェネラスオプション 4戦2勝 賞金 12，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔出走取消〕 テイエムクイーン号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローランダー号・ラブミーレディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月

13日まで平地競走に出走できない。



01055 1月13日 晴 稍重 （2京都1） 第5日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：09．0
1：08．7

不良
重

510 ヘ リ オ ス �4黒鹿56 川須 栄彦�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B466＋ 41：12．3 8．1�
611 アストロノーティカ 牡6鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 21：12．72� 4．5�
35 スナークスター �4鹿 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470＋ 21：12．91	 5．6�
24 ヴィルデローゼ 牝6黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 81：13．53� 9．8�
815 タイドオブハピネス 牡4黒鹿56 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：13．6� 112．2	
713 ハッシュタグ 牡6鹿 57

55 △斎藤 新石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：13．7� 32．4

36 グ ラ ウ ク ス �4栗 56

55 ☆西村 淳也 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 4 〃 ハナ 48．2�

12 ファイアーボーラー 牡4黒鹿56 武 豊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 462± 01：13．91	 2．4�
714 スマートアテナ 牝4栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 434－14 〃 ハナ 39．2
11 
 ラインジェット 牡6黒鹿 57

54 ▲団野 大成大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442＋ 2 〃 クビ 21．2�
612
 ティアドーロ 牝6芦 55 畑端 省吾 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 478－ 81：14．11	 359．2�
48 
 ベ ー 牡5栗 57 国分 優作北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 500＋181：14．2� 90．3�
816 リネンリボン 牝4鹿 54

53 ☆川又 賢治戸山 光男氏 坂口 智康 新冠 芳住 鉄兵 476＋161：14．41	 468．5�
59 ヒロノオリオン 牝5鹿 55 坂井 瑠星サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 486－101：14．6� 72．4�
23 クリノビッグサージ 牝4栗 54

51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 500＋ 21：15．45 33．4�
47 メイショウカササギ 牝4鹿 54

52 △岩田 望来松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 468＋ 21：16．57 50．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，640，100円 複勝： 83，218，800円 枠連： 22，303，300円
馬連： 97，703，100円 馬単： 43，788，500円 ワイド： 82，303，200円
3連複： 152，297，800円 3連単： 176，017，900円 計： 713，272，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 160円 � 190円 枠 連（5－6） 1，860円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 660円 �� 860円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 22，840円

票 数

単勝票数 計 556401 的中 � 54565（4番人気）
複勝票数 計 832188 的中 � 81614（5番人気）� 153857（2番人気）� 116306（3番人気）
枠連票数 計 223033 的中 （5－6） 9247（8番人気）
馬連票数 計 977031 的中 �� 40519（6番人気）
馬単票数 計 437885 的中 �� 7533（15番人気）
ワイド票数 計 823032 的中 �� 31615（6番人気）�� 23596（9番人気）�� 48948（4番人気）
3連複票数 計1522978 的中 ��� 31881（7番人気）
3連単票数 計1760179 的中 ��� 5586（62番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．7―47．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ リ オ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．18 札幌2着

2016．2．23生 �4黒鹿 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 10戦2勝 賞金 20，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカササギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月13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。
（非抽選馬） 1頭 ライブリテックス号

01056 1月13日 晴 稍重 （2京都1） 第5日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

45 � アイアムレジェンド 牡4鹿 56 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486－201：53．6 4．9�
812 スコルピウス 	4黒鹿56 S．フォーリー 飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 41：54．23
 7．2�

（愛）

22 マースゴールド 牡5栗 57
54 ▲団野 大成キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 472＋10 〃 クビ 5．9�

69 � マイティバローズ 牡5青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 436＋ 61：54．83
 6．1�
33 ハイクアウト 	6鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 B524＋ 41：54．9
 4．4	
57 ビップデヴィット 牡5栗 57 藤井勘一郎鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 484± 01：55．64 48．7

711 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 B504＋ 21：55．81� 14．9�
68 スティングレイ 牡4鹿 56 福永 祐一安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B526＋181：56．0� 5．0�
44 スーペルゴラッソ 牡4鹿 56

53 ▲服部 寿希 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 514－ 8 〃 ハナ 152．7
710 ハギノアグレッシブ 	5栗 57 松山 弘平日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B480＋ 41：56．1� 49．8�
11 ヴァリーゲイト 牡6栗 57

54 ▲亀田 温心村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 488＋ 81：57．48 33．1�
813 レクスミノル 牡4栗 56

54 △斎藤 新吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482± 0 〃 クビ 114．1�
56 � クリノゴーギャン 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 北洋牧場 460＋ 51：59．2大差 284．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，219，400円 複勝： 62，650，300円 枠連： 18，859，000円
馬連： 90，086，900円 馬単： 36，326，400円 ワイド： 61，134，900円
3連複： 123，885，200円 3連単： 150，524，200円 計： 582，686，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 240円 � 200円 枠 連（4－8） 2，200円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 770円 �� 610円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 18，590円

票 数

単勝票数 計 392194 的中 � 63455（2番人気）
複勝票数 計 626503 的中 � 79540（5番人気）� 64173（6番人気）� 84262（3番人気）
枠連票数 計 188590 的中 （4－8） 6629（13番人気）
馬連票数 計 900869 的中 �� 32688（13番人気）
馬単票数 計 363264 的中 �� 7100（22番人気）
ワイド票数 計 611349 的中 �� 20094（14番人気）�� 25820（8番人気）�� 23900（9番人気）
3連複票数 計1238852 的中 ��� 28141（12番人気）
3連単票数 計1505242 的中 ��� 5870（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．5―49．6―1：02．1―1：14．5―1：27．1―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．1
1
3
・（3，11）13，2，12（1，5）8，4－9（6，7）10・（3，11）－（2，12）（13，5）－（1，8）（4，9）－7（6，10）

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

勝馬の
紹 介

�アイアムレジェンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo

2016．3．1生 牡4鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer 9戦1勝 賞金 12，950，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノゴーギャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月13日まで平地競
走に出走できない。

※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。



01057 1月13日 晴 良 （2京都1） 第5日 第9競走 ��
��1，200�

お と く に

乙 訓 特 別
発走14時35分 （芝・右）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 ヒルノマゼラン �7黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B498＋ 41：10．2 26．2�
35 キャスパリーグ 牝6鹿 55 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462－ 41：10．3	 4．4�
58 ピエナミント 牝5鹿 55 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 468＋10 〃 アタマ 8．2�
814 カ レ ン モ エ 牝4芦 54 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋ 8 〃 クビ 2．1�
815 ジ オ ラ マ 牡7栗 57 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 530＋ 4 〃 ハナ 58．2�
47 
 ヴォイスオブジョイ 牝4鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 458＋ 21：10．4	 7．5	

59 ウ ィ ズ 牡5鹿 57 S．フォーリー �カナヤマホールディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 488± 01：10．5� 13．1

（愛）

713 レ ス ト ン ベ 牝4青鹿54 斎藤 新 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：10．6� 141．3�
22 ゴッドバンブルビー 牝4栗 54 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 458＋ 21：10．7	 18．4�
34 シュエットヌーベル 牝6栗 55 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B476＋261：10．8	 102．3
46 シグナライズ 牝5鹿 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 41：10．9� 33．8�
611 メイショウシャチ 牡7鹿 57 坂井 瑠星松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 486＋101：11．32	 181．3�
610� ノヴァルーナ 牝6鹿 55 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－ 41：11．4� 198．6�
712 セプタリアン 牡4鹿 56 松山 弘平吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B508＋ 81：11．61	 21．1�
11 キョウワヒラリー 牝6鹿 55 島 克駿�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B512＋ 41：12．55 48．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，152，400円 複勝： 93，585，900円 枠連： 26，272，600円
馬連： 129，484，400円 馬単： 59，841，300円 ワイド： 93，289，200円
3連複： 190，191，200円 3連単： 266，264，500円 計： 930，081，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 490円 � 150円 � 210円 枠 連（2－3） 2，570円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 17，980円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，190円 �� 580円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 108，630円

票 数

単勝票数 計 711524 的中 � 21652（8番人気）
複勝票数 計 935859 的中 � 37620（6番人気）� 205038（2番人気）� 113805（4番人気）
枠連票数 計 262726 的中 （2－3） 7920（9番人気）
馬連票数 計1294844 的中 �� 15574（17番人気）
馬単票数 計 598413 的中 �� 2495（50番人気）
ワイド票数 計 932892 的中 �� 15386（17番人気）�� 10514（21番人気）�� 44333（5番人気）
3連複票数 計1901912 的中 ��� 11567（36番人気）
3連単票数 計2662645 的中 ��� 1777（275番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―11．2―11．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．3―34．5―45．9―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．7
3 10－9（1，14，15）3（11，12）－（4，5）（7，8）－（2，13）6 4 10，9－（1，14，15）3，12，11（4，7，5）8－（2，13）－6

勝馬の
紹 介

ヒルノマゼラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．6 中京1着

2013．3．19生 �7黒鹿 母 イントゥザライト 母母 フラッシュストーム 25戦4勝 賞金 73，499，000円
※出走取消馬 ラブミーファイン号（疾病〔右前挫跖〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウインハートビート号・エクレアスピード号・タマモメイトウ号・ファイトフォーラヴ号
（非抽選馬） 3頭 アルモニカ号・オジョーノキセキ号・ミッキーマインド号
※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。

01058 1月13日 晴 良 （2京都1） 第5日 第10競走 ��
��2，000�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．1．5以降2．1．6まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

68 ウインクルサルーテ 牝7鹿 51 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 436＋ 22：01．7 93．3�
812 ア シ ュ リ ン 牝5青鹿53 北村 友一吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 462＋ 62：01．8� 7．2�
33 エレクトロニカ 牝6鹿 53 武 豊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 448＋ 22：01．9� 5．1�
22 バイオレントブロー 	5黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 488＋12 〃 クビ 19．2�
710 ドリームソルジャー 牡6栗 55 古川 吉洋 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 482＋ 42：02．64 18．4	

57 レイズアベール 牝6鹿 52 川又 賢治 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 466＋142：03．23� 33．5

44 アールスター 牡5鹿 56 和田 竜二 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 512± 0 〃 クビ 2．7�
45 ダ ン サ ー ル 牝5黒鹿53 川田 将雅�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522＋142：03．51� 5．1�
813 ハ ウ エ バ ー 牡6栗 54 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 420± 0 〃 クビ 58．0
56 タガノアスワド 牝6黒鹿52 西村 淳也八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514－ 2 〃 アタマ 9．3�
69 サウンドバーニング 牡8鹿 53 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B422＋ 22：03．71 51．7�
711 ミスディレクション 	6黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 42：04．12 18．4�
11 サトノグラン 	6青鹿54 川島 信二 �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 B472＋ 22：05．27 108．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 73，326，300円 複勝： 98，302，800円 枠連： 36，712，600円
馬連： 174，744，400円 馬単： 69，753，400円 ワイド： 111，241，900円
3連複： 250，640，100円 3連単： 327，871，800円 計： 1，142，593，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，330円 複 勝 � 1，290円 � 220円 � 200円 枠 連（6－8） 7，890円

馬 連 �� 28，330円 馬 単 �� 69，190円

ワ イ ド �� 6，430円 �� 4，980円 �� 830円

3 連 複 ��� 48，060円 3 連 単 ��� 561，950円

票 数

単勝票数 計 733263 的中 � 6285（12番人気）
複勝票数 計 983028 的中 � 15117（12番人気）� 127724（3番人気）� 151868（2番人気）
枠連票数 計 367126 的中 （6－8） 3604（20番人気）
馬連票数 計1747444 的中 �� 4779（48番人気）
馬単票数 計 697534 的中 �� 756（110番人気）
ワイド票数 計1112419 的中 �� 4329（51番人気）�� 5616（44番人気）�� 36562（8番人気）
3連複票数 計2506401 的中 ��� 3911（110番人気）
3連単票数 計3278718 的中 ��� 423（891番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．6―48．3―1：00．3―1：12．3―1：24．1―1：36．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ウインクルサルーテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．21 阪神1着

2013．3．7生 牝7鹿 母 パッショナルダンス 母母 ランバダスタイル 37戦5勝 賞金 103，313，000円
〔発走状況〕 アールスター号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 アールスター号は，発走調教再審査。

１レース目 ３レース目



01059 1月13日 晴 稍重 （2京都1） 第5日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス（Ｌ）

発走15時45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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

711 ダノンフェイス 牡7黒鹿57 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 538＋101：24．6 5．9�
610	 テーオーヘリオス 牡8鹿 58 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 522＋121：24．81
 84．1�
712 スマートアヴァロン 牡8黒鹿58 坂井 瑠星大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 516＋ 41：24．9クビ 6．7�
57 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488－ 2 〃 アタマ 11．2�
69 ブルベアイリーデ 牡4鹿 55 S．フォーリー �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 486－ 81：25．21� 4．2�

（愛）

11 ヒロブレイブ 牡7鹿 56 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 496＋ 21：25．3� 106．5	
813 スズカコーズライン 牡6鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 518± 0 〃 ハナ 4．8

46 サ ン グ ラ ス 牡9青鹿57 秋山真一郎玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B512＋ 2 〃 クビ 81．6�
22 ナムラミラクル 牡7芦 56 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム B490＋ 21：25．61� 28．1�
33 レッドゲルニカ �7鹿 57 木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B552＋ 4 〃 クビ 67．5
45 バ イ ラ 牡5鹿 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 510－ 2 〃 ハナ 9．3�
34 トラキチシャチョウ 牡9鹿 57 小牧 太 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 502＋ 21：26．23
 164．0�
58 ヒロシゲゴールド 牡5青鹿56 武 豊�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B474＋ 41：26．4� 5．4�
814 オールポッシブル 牝6鹿 54 荻野 極�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 490－ 41：27．25 49．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 107，237，200円 複勝： 156，196，700円 枠連： 68，061，500円 馬連： 345，880，000円 馬単： 124，612，300円
ワイド： 189，628，600円 3連複： 537，882，600円 3連単： 729，239，500円 5重勝： 563，379，800円 計： 2，822，118，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 1，750円 � 220円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 21，230円 馬 単 �� 30，520円

ワ イ ド �� 5，530円 �� 630円 �� 6，270円

3 連 複 ��� 30，310円 3 連 単 ��� 176，940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����� 394，365，860円

票 数

単勝票数 計1072372 的中 � 145339（4番人気）
複勝票数 計1561967 的中 � 183321（4番人気）� 18200（12番人気）� 215641（3番人気）
枠連票数 計 680615 的中 （6－7） 79947（3番人気）
馬連票数 計3458800 的中 �� 12624（35番人気）
馬単票数 計1246123 的中 �� 3062（67番人気）
ワイド票数 計1896286 的中 �� 8511（44番人気）�� 82932（6番人気）�� 7486（48番人気）
3連複票数 計5378826 的中 ��� 13309（74番人気）
3連単票数 計7292395 的中 ��� 2988（429番人気）
5重勝票数 計5633798 的中 ����� 1

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．6―12．3―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．8―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 牡7黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 21戦6勝 賞金 135，942，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ブルベアイリーデ号の騎手S．フォーリーは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5
番）

※出走取消馬 ヴァニラアイス号（疾病〔右前肢跛行〕のため）・タテヤマ号（疾病〔左前挫跖〕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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 エポック号・キャナルストリート号・キョウヘイ号・クリノケンリュウ号・シャイニービーム号・タガノアム号・

ドライヴナイト号・ハウメア号・プラチナムバレット号・ブラックジョー号・ボールライトニング号・
マリームーン号・ミュゼエイリアン号

※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。

01060 1月13日 晴 良 （2京都1） 第5日 第12競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走16時20分 （芝・右・外）（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
2：09．7
2：09．7

良
良

56 モ イ 牝4黒鹿 54
51 ▲団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 380± 02：17．1 13．5�
67 コパノケネディー 牡4青鹿 56

53 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 546± 0 〃 ハナ 4．6�
11 ハギノベルエキプ 牝4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 432＋ 62：17．2� 15．6�

710 ハギノアップロード 牡4黒鹿56 武 豊日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 492＋102：17．51� 6．5�
33 アドマイヤリーブラ 牡4栗 56 幸 英明近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋26 〃 クビ 35．4�
55 ディープインラヴ 牡5鹿 57 岩田 康誠�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 478＋142：17．6� 3．9	
22 � ナスノコウラン 牡4鹿 56 松山 弘平
須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B496－ 42：17．81	 54．4�
68 アルテラローザ 牝4黒鹿54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 474＋12 〃 ハナ 3．0�
44 シャイニーピース 牡6鹿 57 藤岡 康太小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 494－ 42：17．9	 33．8
79 バリオラージュ 牡6鹿 57 S．フォーリー �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B470＋ 22：18．75 19．9�

（愛）

811 サンライズアキレス 牡4芦 56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 62：18．91
 44．3�
812 タケルライジング 牡4栃栗56 和田 竜二森 保彦氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 518－ 42：20．49 104．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 93，691，600円 複勝： 98，415，100円 枠連： 44，055，200円
馬連： 197，477，700円 馬単： 82，974，200円 ワイド： 127，735，700円
3連複： 288，370，000円 3連単： 427，805，300円 計： 1，360，524，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 280円 � 180円 � 370円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 6，990円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，990円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 9，100円 3 連 単 ��� 56，390円

票 数

単勝票数 計 936916 的中 � 55235（5番人気）
複勝票数 計 984151 的中 � 88142（5番人気）� 164155（2番人気）� 60137（6番人気）
枠連票数 計 440552 的中 （5－6） 88311（1番人気）
馬連票数 計1974777 的中 �� 58983（9番人気）
馬単票数 計 829742 的中 �� 8894（27番人気）
ワイド票数 計1277357 的中 �� 40730（9番人気）�� 16024（23番人気）�� 30014（12番人気）
3連複票数 計2883700 的中 ��� 23752（31番人気）
3連単票数 計4278053 的中 ��� 5500（192番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．7―13．3―13．5―13．2―12．9―12．4―12．1―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．5―36．2―49．5―1：03．0―1：16．2―1：29．1―1：41．5―1：53．6―2：05．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
7－5，12，2，8，1－（3，10）（6，9）－（4，11）
7，2，5（1，11）（12，8）6，10（3，9）4

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

勝馬の
紹 介

モ イ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．12．8 阪神4着

2016．5．31生 牝4黒鹿 母 ス テ ル ス 母母 ゴールデンベティー 13戦2勝 賞金 20，338，000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。

５レース目



（2京都1）第5日 1月13日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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

219，460，000円
5，620，000円
23，260，000円
1，480，000円
25，430，000円
70，013，250円
5，501，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
709，116，800円
991，185，100円
326，681，100円
1，461，168，400円
640，572，200円
1，032，436，800円
2，210，697，000円
2，978，040，200円
563，379，800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 10，913，277，400円

総入場人員 18，048名 （有料入場人員 17，381名）
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