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01025 1月8日 小雨 良 （29京都1）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 バニーテール 牝3芦 54 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 462± 01：56．2 1．1�

11 ピンクスター 牝3鹿 54 C．ルメール チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：56．3� 27．1�
714 クールデザイン 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 446＋10 〃 クビ 19．0�
36 テイエムアンムート 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 476－ 21：56．4� 196．7�

35 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 462＋ 41：56．61 32．6	
611 ブルーブラッド 牝3栗 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－121：56．81� 48．8

48 シンボリブーケ 牝3鹿 54 藤岡 康太シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 464－ 2 〃 クビ 35．3�
23 タマモヒナマツリ 牝3鹿 54 北村 友一タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 442＋ 41：56．9クビ 94．3�
12 フェアリーパウダー 牝3黒鹿54 松田 大作寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 474± 01：57．32� 8．5
815 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 41：57．4クビ 52．2�
816 ゴッドパイレーツ 牝3黒鹿54 岩田 康誠中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 432± 01：57．61� 25．3�
47 アマノキャロット 牝3青 54 幸 英明中村 孝氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：58．23� 123．7�
510 イケジュンペガサス 牝3芦 54 和田 竜二鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474－ 21：58．3� 58．0�
713 クリノルイーザ 牝3鹿 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 横井 哲 430＋121：58．93� 325．3�
59 スズカフローレンス 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 488－ 41：59．64 197．1�
612 レイナプティ 牝3芦 54 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444－ 2 〃 アタマ 366．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，456，800円 複勝： 154，287，700円 枠連： 18，929，500円
馬連： 74，727，000円 馬単： 54，077，800円 ワイド： 50，816，100円
3連複： 104，982，200円 3連単： 195，594，400円 計： 697，871，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 380円 � 300円 枠 連（1－2） 280円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 530円 �� 440円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 8，980円

票 数

単勝票数 計 444568 的中 � 303554（1番人気）
複勝票数 計1542877 的中 � 1257351（1番人気）� 20550（7番人気）� 27603（6番人気）
枠連票数 計 189295 的中 （1－2） 52045（1番人気）
馬連票数 計 747270 的中 �� 54830（6番人気）
馬単票数 計 540778 的中 �� 32138（6番人気）
ワイド票数 計 508161 的中 �� 24966（6番人気）�� 31696（3番人気）�� 5032（18番人気）
3連複票数 計1049822 的中 ��� 24301（9番人気）
3連単票数 計1955944 的中 ��� 15784（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．4―50．8―1：04．1―1：17．4―1：30．6―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．8
1
3
1（2，9）－4，5，8，10（3，13）16，11，6（12，15）－14－7
1，2（5，9）（4，10）（3，8，12）16（13，11，15，14）6，7

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

勝馬の
紹 介

バニーテール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．7．31 札幌2着

2014．4．25生 牝3芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 5戦1勝 賞金 12，550，000円
〔発走状況〕 アマノキャロット号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 バーニングテイスト号
（非抽選馬） 2頭 ウイングルイーズ号・ライクアエンジェル号

01026 1月8日 小雨 良 （29京都1）第3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）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510 オスカークイーン 牝3鹿 54 武 幸四郎森 保彦氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 444 ―1：13．9 57．6�
816 ブ リ ッ ゲ ン 牡3鹿 56 松山 弘平�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 444 ―1：14．32� 13．2�
11 タガノマニカ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 448 ―1：14．72� 23．4�
612 ラッレグラーレ 牡3鹿 56 小林 徹弥エデンアソシエーション 目野 哲也 新ひだか 藤本牧場 496 ―1：14．8� 8．5�
36 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484 ―1：14．9� 53．4�
24 ルメイユール 牝3黒鹿54 和田 竜二 	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 506 ―1：15．0� 5．1

47 イサチルリョウマ 牡3黒鹿56 秋山真一郎小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 460 ―1：15．1クビ 30．5�
713 テイケイラフイン 牝3青鹿54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 410 ―1：16．27 29．5�
714 チタノプリンセス 牝3黒鹿54 太宰 啓介中村 光利氏 沖 芳夫 新冠 山岡牧場 464 ―1：16．83� 70．5
815 ビッグディッパー 牡3芦 56 松若 風馬芳賀美知子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 498 ―1：17．12 5．2�
59 クラッシーデイム 牝3青鹿54 田中 健山上 和良氏 坂口 正則 浦河 南部 功 480 ―1：17．2� 65．2�
611 メイショウマライカ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 390 ―1：18．37 166．8�
12 スズカスマート 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 468 ―1：20．3大差 93．4�
35 スマートカペラ 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 448 ―1：21．25 6．2�
23 メイショウヒャッカ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 	川フアーム 426 ― （競走中止） 56．7�
48 マリアベーラ 牝3鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 牧田 和弥 新冠 中地 義次 458 ― （競走中止） 3．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，691，800円 複勝： 41，535，100円 枠連： 17，244，800円
馬連： 61，184，900円 馬単： 29，067，700円 ワイド： 36，865，100円
3連複： 80，802，200円 3連単： 96，639，100円 計： 391，030，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，760円 複 勝 � 1，970円 � 450円 � 760円 枠 連（5－8） 5，550円

馬 連 �� 59，640円 馬 単 �� 121，110円

ワ イ ド �� 12，930円 �� 16，630円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 307，620円 3 連 単 ��� 1，229，180円

票 数

単勝票数 計 276918 的中 � 3841（12番人気）
複勝票数 計 415351 的中 � 5210（14番人気）� 26058（6番人気）� 14350（7番人気）
枠連票数 計 172448 的中 （5－8） 2406（20番人気）
馬連票数 計 611849 的中 �� 795（74番人気）
馬単票数 計 290677 的中 �� 180（148番人気）
ワイド票数 計 368651 的中 �� 733（76番人気）�� 569（85番人気）�� 2612（33番人気）
3連複票数 計 808022 的中 ��� 197（331番人気）
3連単票数 計 966391 的中 ��� 57（1547番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．9―48．3―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オスカークイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2014．1．31生 牝3鹿 母 カリビアンセレブ 母母 カリビアンボイス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 マリアベーラ号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折並びに右第3中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで転倒した

ため競走中止。
メイショウヒャッカ号は，4コーナーで，転倒した「マリアベーラ」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。

〔その他〕 スズカスマート号・スマートカペラ号は，4コーナー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。

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月8日 小雨 良 （29京都1）第3日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612� マラードザレコード 牡3青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd 472＋121：26．0 26．2�

510 リアンヴェリテ 牡3鹿 56 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 41：26．1� 1．6�

48 メイショウエイコウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 430－ 21：26．31	 8．4�
47 ヤマニンアンプリメ 牝3鹿 54 幸 英明土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 452－ 61：26．4
 71．7�
36 ウニオミュスティカ 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 488－ 21：26．5クビ 22．0�
23 タガノラガッツォ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436－ 61：26．6� 51．8�

59 テイルバック 牡3青鹿56 岩田 康誠新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 480＋101：26．81	 35．8	
35 ヴィグランドイチロ 牡3鹿 56 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 81．8

816 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿54 V．シュミノー 山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 428－ 2 〃 ハナ 30．3�

（仏）

713 シゲルシャチ 牡3栗 56 松若 風馬森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 480＋ 41：26．9
 22．3�
12 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極ライオンレースホース 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498＋181：27．32� 257．2�
714 キタサンシーザー 牡3黒鹿56 小林 徹弥�大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 486± 0 〃 クビ 11．0�
24 テ ソ ー ロ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 41：27．4クビ 8．7�
11 スニグラーチカ 牝3鹿 54 S．フォーリー 吉田 照哉氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 2 〃 クビ 172．8�
（愛）

815 アグネスシャレード 牝3芦 54
53 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 464＋121：27．5クビ 179．2�

611 キングレイスター 牡3鹿 56 和田 竜二伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 486＋ 2 〃 ハナ 12．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，423，500円 複勝： 79，726，900円 枠連： 20，795，600円
馬連： 78，489，300円 馬単： 42，091，400円 ワイド： 55，777，100円
3連複： 113，835，400円 3連単： 152，506，400円 計： 583，645，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 480円 � 110円 � 210円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，370円 �� 390円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 46，670円

票 数

単勝票数 計 404235 的中 � 12329（8番人気）
複勝票数 計 797269 的中 � 21773（9番人気）� 375459（1番人気）� 68018（3番人気）
枠連票数 計 207956 的中 （5－6） 28417（1番人気）
馬連票数 計 784893 的中 �� 26777（7番人気）
馬単票数 計 420914 的中 �� 4358（22番人気）
ワイド票数 計 557771 的中 �� 13452（11番人気）�� 5597（27番人気）�� 40192（3番人気）
3連複票数 計1138354 的中 ��� 17774（14番人気）
3連単票数 計1525064 的中 ��� 2369（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．9―47．5―1：00．4―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マラードザレコード �
�
父 Pivotal �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2016．7．31 小倉11着

2014．4．1生 牡3青鹿 母 Cape Elizabeth 母母 Maine Lobster 4戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンカノン号
（非抽選馬） 3頭 オーリャセブン号・ペプチドホープ号・ムテキングス号
※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。

01028 1月8日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29京都1）第3日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

44 マジックダイオウ 牡4栗 59 林 満明�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 480＋223：19．9 5．2�
22 � メイショウオトコギ �8栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 498＋ 2 〃 ハナ 6．8�
11 ツジスーパーサクラ 牝5芦 58 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 23：20．0� 6．4�
55 メイショウルンバ 牝6栗 58 森 一馬松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 486－ 43：20．1	 3．5�
56 サウンドウィケット 牡4青鹿59 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 468＋ 23：21．05 31．9�
812� ゴ ー ス ル ー 牡7鹿 60 大江原 圭 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 468＋ 63：21．42	 16．3	
68 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 520＋ 83：21．71� 7．1

811 トーセンモバイル �5鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 63：22．65 117．2�
79 シャイニーサンダー 牡4青鹿59 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 476＋163：24．09 85．1
33 エアカミュゼ 牡6黒鹿60 西谷 誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 6．2�
67 イチゴアミーラ 牝4黒鹿57 高野 和馬合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 446－ 23：27．5大差 18．2�
710 イチザビーナス 牝4鹿 57 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 480＋163：29．09 136．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，231，400円 複勝： 34，078，900円 枠連： 13，607，000円
馬連： 52，309，900円 馬単： 28，506，100円 ワイド： 31，112，700円
3連複： 77，417，000円 3連単： 114，571，300円 計： 372，834，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 250円 � 220円 枠 連（2－4） 2，070円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 630円 �� 510円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 13，390円

票 数

単勝票数 計 212314 的中 � 32333（2番人気）
複勝票数 計 340789 的中 � 41776（4番人気）� 34207（5番人気）� 41919（3番人気）
枠連票数 計 136070 的中 （2－4） 5074（10番人気）
馬連票数 計 523099 的中 �� 20849（7番人気）
馬単票数 計 285061 的中 �� 6128（13番人気）
ワイド票数 計 311127 的中 �� 12686（7番人気）�� 15949（5番人気）�� 10935（9番人気）
3連複票数 計 774170 的中 ��� 19913（9番人気）
3連単票数 計1145713 的中 ��� 6199（37番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 53．3－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジックダイオウ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．27 阪神8着

2013．3．17生 牡4栗 母 ファイヤーオパール 母母 ファミリアーリング 障害：3戦1勝 賞金 13，800，000円
〔制裁〕 ツジスーパーサクラ号の騎手平沢健治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



01029 1月8日 雨 良 （29京都1）第3日 第5競走 ��
��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

23 ライオネルカズマ 牡3鹿 56 V．シュミノー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B524＋ 21：35．8 16．5�
（仏）

510 テイエムイキオイ 牡3青鹿56 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 452－ 61：36．11� 7．4�
59 ラ レ ー タ 牡3栗 56 岩田 康誠�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：36．31� 40．2�
12 マイティドリーム 牡3青鹿56 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 482＋ 61：36．4クビ 5．7�
36 ゼニステレスコープ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 クビ 7．4	
816 コスモリョウゲツ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 61：36．5クビ 224．9

11 クラシコテーラー 牡3黒鹿56 幸 英明中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 41：36．82 357．9�
35 ハリーレガシー 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456－ 81：37．01� 1．8�
612 キーグラウンド 牡3鹿 56 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 486－ 21：37．1クビ 45．8
611 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482± 01：37．31	 19．3�
47 ブルベアエイプス 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460－ 41：37．51 336．7�
713 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 S．フォーリー 田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 454－ 81：37．71� 68．6�

（愛）

24 ロードギブソン 牡3栗 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 482＋22 〃 アタマ 37．7�
815
 ハニージェイド 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 和子氏 �島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

456－ 41：38．33� 18．5�
714 オウケンヴィクトリ 牝3黒鹿54 藤岡 康太福井 明氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 424－141：38．62 104．7�

（15頭）
48 パンツァネッラ 牝3芦 54 福永 祐一山本 英俊氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，498，100円 複勝： 75，022，600円 枠連： 22，306，900円
馬連： 87，611，700円 馬単： 49，046，400円 ワイド： 58，486，700円
3連複： 123，099，600円 3連単： 180，513，300円 計： 641，585，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 560円 � 220円 � 950円 枠 連（2－5） 4，120円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 11，420円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 5，320円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 45，010円 3 連 単 ��� 221，060円

票 数

単勝票数 計 454981 的中 � 22052（5番人気）
複勝票数 計 750226 的中 � 32334（7番人気）� 108743（2番人気）� 18049（9番人気）
枠連票数 計 223069 的中 （2－5） 4194（12番人気）
馬連票数 計 876117 的中 �� 12255（18番人気）
馬単票数 計 490464 的中 �� 3219（35番人気）
ワイド票数 計 584867 的中 �� 11184（14番人気）�� 2780（42番人気）�� 6567（24番人気）
3連複票数 計1230996 的中 ��� 2051（100番人気）
3連単票数 計1805133 的中 ��� 592（478番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―12．1―12．1―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．6―46．7―58．8―1：11．2―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライオネルカズマ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Monsun デビュー 2016．10．23 京都5着

2014．2．12生 牡3鹿 母 モンスーンウェディング 母母 Hyabella 5戦1勝 賞金 6，200，000円
〔出走取消〕 パンツァネッラ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ハニージェイド号の騎手川田将雅は，第2競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※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。

01030 1月8日 雨 稍重 （29京都1）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：09．1
1：08．7

重
重

24 � ハタノオヌール 牝3青鹿 54
51 ▲坂井 瑠星 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 436＋ 61：12．2 55．0�
612 ダブルスプリット 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B468＋ 21：12．51� 12．8�
12 スターカットダイヤ 牡3栗 56 藤岡 康太小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 454－ 61：12．71	 2．7�
510 エ ッ シ ャ ー 牡3栗 56 福永 祐一小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 482－ 21：13．01� 9．3�
11 リリーメーカー 牝3鹿 54

53 ☆義 英真阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 478－ 41：13．42
 30．2	
816 オアシスクイーン 牝3鹿 54 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452± 0 〃 アタマ 6．7

611 ト ル マ リ 牝3鹿 54 浜中 俊水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 428± 01：13．61	 15．8�
23 メイショウカズヒメ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 490＋ 41：13．7
 17．1�
35 スマートシャヒーン 牡3芦 56 C．ルメール 大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 4．1
815 カ ム カ ム 牡3鹿 56 北村 友一共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 458－ 2 〃 ハナ 19．7�
36 ハタノアデール 牝3栗 54 岩田 康誠 �グッドラック・ファーム 牧田 和弥 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 466－ 4 〃 クビ 52．8�
59 アースヴィグラス 牝3鹿 54 柴田 大知松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 428＋ 2 〃 ハナ 66．6�
48 スッチェッソ 牝3栗 54 V．シュミノー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 61：13．91 74．5�

（仏）

714 ハシルキセキ 牡3鹿 56 古川 吉洋�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 468± 01：14．21� 53．5�
47 ナムラアイドル 牝3鹿 54 太宰 啓介奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 454－ 41：14．52 188．9�
713 パルフェット 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 524＋ 41：14．81� 51．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，030，200円 複勝： 68，264，400円 枠連： 25，391，900円
馬連： 104，426，800円 馬単： 48，790，000円 ワイド： 69，277，300円
3連複： 145，263，400円 3連単： 174，245，000円 計： 685，689，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，500円 複 勝 � 1，580円 � 300円 � 150円 枠 連（2－6） 3，900円

馬 連 �� 34，160円 馬 単 �� 64，530円

ワ イ ド �� 8，210円 �� 3，690円 �� 720円

3 連 複 ��� 33，680円 3 連 単 ��� 323，080円

票 数

単勝票数 計 500302 的中 � 7274（13番人気）
複勝票数 計 682644 的中 � 8030（15番人気）� 54154（5番人気）� 168568（1番人気）
枠連票数 計 253919 的中 （2－6） 5043（14番人気）
馬連票数 計1044268 的中 �� 2369（69番人気）
馬単票数 計 487900 的中 �� 567（132番人気）
ワイド票数 計 692773 的中 �� 2094（70番人気）�� 4716（36番人気）�� 26186（4番人気）
3連複票数 計1452634 的中 ��� 3234（101番人気）
3連単票数 計1742450 的中 ��� 391（815番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．2―12．1―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハタノオヌール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム

2014．6．14生 牝3青鹿 母 ハタノガイア 母母 ハタノヘイロー 2戦1勝 賞金 7，200，000円
地方デビュー 2016．6．15 門別

〔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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アッティーヴォ号・アットザトップ号・サツキユニヴァース号・ジャンダラリン号・タテヤマ号・

タマモサザンクロス号・テイエムアニマンテ号・トップロマン号・メイショウミズカゼ号・ロイヤルメジャー号
※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。



01031 1月8日 雨 稍重 （29京都1）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

23 � ワキノアタリ 牝4鹿 54 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 458－ 41：53．5 6．5�
713 バイナリーコード 牝5栗 55 M．デムーロ �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 476－ 61：53．6� 4．1�
714 ノーブルスノー 牝4芦 54 岩田 康誠吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 482－ 8 〃 クビ 26．1�
816 メイショウサルーテ 牝6鹿 55

52 ▲荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 516＋ 21：53．7� 23．2�
48 エ ア シ ョ ウ 牝4黒鹿54 V．シュミノー H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－12 〃 アタマ 21．5�
（仏）

611 トリプライト 牝4鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B462＋ 41：53．8クビ 3．6	
510 エ レ ー デ 牝4鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 21：53．9� 11．2

36 マイグランクロア 牝4鹿 54 松若 風馬吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 490＋ 41：54．43 17．7�
815 アルマレイモミ 牝4鹿 54 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 448± 0 〃 ハナ 17．7�
612 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464－101：54．5クビ 24．8
59 クラリティーアイズ 牝4栗 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 20．3�
35 メイショウアケボノ 牝4鹿 54

52 △城戸 義政松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 494－ 41：54．6� 124．0�
12 � メイショウミソラ 牝5栗 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 474＋121：54．81� 13．3�
47 トゥールエッフェル 牝4芦 54 岡田 祥嗣 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 522＋161：55．75 59．3�
24 エルパンドール 牝4黒鹿54 小林 徹弥難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 4 〃 ハナ 128．3�
11 アリノマンボ 牝4鹿 54 松山 弘平聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 454± 01：56．33� 17．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，952，900円 複勝： 66，695，500円 枠連： 29，365，900円
馬連： 109，286，300円 馬単： 45，503，900円 ワイド： 69，004，600円
3連複： 147，237，300円 3連単： 167，559，400円 計： 677，605，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 290円 � 180円 � 620円 枠 連（2－7） 2，230円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，450円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 21，670円 3 連 単 ��� 84，060円

票 数

単勝票数 計 429529 的中 � 52629（3番人気）
複勝票数 計 666955 的中 � 57719（3番人気）� 115298（2番人気）� 23063（12番人気）
枠連票数 計 293659 的中 （2－7） 10162（9番人気）
馬連票数 計1092863 的中 �� 30227（6番人気）
馬単票数 計 455039 的中 �� 6730（12番人気）
ワイド票数 計 690046 的中 �� 16024（8番人気）�� 7165（29番人気）�� 6079（36番人気）
3連複票数 計1472373 的中 ��� 5094（77番人気）
3連単票数 計1675594 的中 ��� 1445（247番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．5―12．4―12．8―12．6―12．9―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．4―48．8―1：01．6―1：14．2―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4F51．9―3F39．3
1
3
・（2，7）（1，10，13）（4，11）6（9，15）3，14（5，8）12－16・（2，7）（10，16）13，4（1，6）11，3（9，15）8（14，5，12）

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

勝馬の
紹 介

�ワキノアタリ �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード

2013．4．12生 牝4鹿 母 ワキノドライバー 母母 カツラドライバー 2戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2016．9．2 園田

※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。

01032 1月8日 雨 稍重 （29京都1）第3日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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 7，500，000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
1：43．9
1：43．9

良
良

612 ラ ル ク 牝4鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448± 01：49．9 10．4�
48 キラージョー 牡4栗 56 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 500＋ 21：50．0� 3．1�
815 オンザロックス 牡4鹿 56 V．シュミノー 稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 476± 01：50．53 29．9�
（仏）

24 ロードキング 牡4鹿 56 S．フォーリー 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B490＋101：50．81	 15．5�
（愛）

23 サウンドバーニング 牡5鹿 57 M．デムーロ増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 428＋ 2 〃 ハナ 3．2�
12 ブ ボ ナ 牝4黒鹿54 国分 恭介杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 482－ 2 〃 クビ 77．1	
47 ラスイエットロス 牝4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 2 〃 アタマ 159．3

11 マルカブリスク 牡4栗 56 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442＋101：51．01
 27．0�
36 フェイブルネージュ 牝6鹿 55

54 ☆中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 4 〃 ハナ 6．9

714 フロレットアレー 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋121：51．21
 18．7�
510 アドマイヤアロマ 牝6栗 55 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 454－ 21：51．41
 15．9�
611 サクレディーヴァ 牝4芦 54

53 ☆小崎 綾也 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 502－ 21：51．61
 16．8�
35 テイエムフタエマル 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 480± 01：51．7	 40．2�
816 ゼンノブレーメン 牡5鹿 57

54 ▲坂井 瑠星大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 504＋12 〃 アタマ 96．7�
713 ノミネーション 牡5黒鹿57 中谷 雄太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 480＋161：52．76 110．9�
59 ブロードキャスト �5芦 57 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B528＋141：53．12� 81．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，372，600円 複勝： 68，546，000円 枠連： 27，605，100円
馬連： 112，148，200円 馬単： 47，614，200円 ワイド： 65，696，300円
3連複： 147，511，000円 3連単： 178，289，500円 計： 695，782，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 340円 � 180円 � 600円 枠 連（4－6） 1，680円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 3，010円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 18，910円 3 連 単 ��� 107，440円

票 数

単勝票数 計 483726 的中 � 37075（4番人気）
複勝票数 計 685460 的中 � 50164（4番人気）� 121359（2番人気）� 24716（10番人気）
枠連票数 計 276051 的中 （4－6） 12696（9番人気）
馬連票数 計1121482 的中 �� 34954（8番人気）
馬単票数 計 476142 的中 �� 5886（22番人気）
ワイド票数 計 656963 的中 �� 14483（9番人気）�� 5543（35番人気）�� 7613（26番人気）
3連複票数 計1475110 的中 ��� 5850（61番人気）
3連単票数 計1782895 的中 ��� 1203（350番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．1―12．5―12．8―12．1―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．0―48．5―1：01．3―1：13．4―1：25．6―1：37．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ル ク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Flower Alley デビュー 2015．11．7 京都1着

2013．4．15生 牝4鹿 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 7戦2勝 賞金 15，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



01033 1月8日 雨 稍重 （29京都1）第3日 第9競走 ��
��1，900�

ご じ ょ う ざ か

五 条 坂 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

22 フミノメモリー 牡7黒鹿57 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 520－ 81：59．1 20．0�
11 カフジキング 牡4鹿 56 小牧 太加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462＋ 61：59．31� 8．8�
44 オースミラナキラ 牡5鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 534－ 61：59．4クビ 1．8�
55 ジョースターライト 牡4青鹿56 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B462－ 2 〃 アタマ 12．6�
56 ドラゴンバローズ 牡5栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 520＋ 61：59．72 4．5�
33 マイネルビクトリー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 482＋ 41：59．8
 52．3	
79 アスタキサンチン 牝5栗 55 S．フォーリー 三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B470＋ 41：59．9クビ 8．5


（愛）

67 マ ウ ナ ロ ア 牡6鹿 57 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 492－ 22：00．43 69．2�

710 タニノマンボ 牡7鹿 57 小崎 綾也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 484± 02：00．5� 69．7�
811 タガノエンブレム 牡7青鹿57 岩田 康誠八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 19．2
812 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 476＋ 2 〃 クビ 56．5�
68 マッシヴヒーロー 牡8鹿 57 川須 栄彦小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 476± 02：01．35 143．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，996，900円 複勝： 87，813，200円 枠連： 29，333，200円
馬連： 131，743，100円 馬単： 70，396，000円 ワイド： 69，099，700円
3連複： 170，752，300円 3連単： 321，029，100円 計： 933，163，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 300円 � 180円 � 110円 枠 連（1－2） 6，170円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 14，900円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 620円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 42，890円

票 数

単勝票数 計 529969 的中 � 21153（7番人気）
複勝票数 計 878132 的中 � 39335（6番人気）� 83803（3番人気）� 425651（1番人気）
枠連票数 計 293332 的中 （1－2） 3682（16番人気）
馬連票数 計1317431 的中 �� 16664（19番人気）
馬単票数 計 703960 的中 �� 3543（36番人気）
ワイド票数 計 690997 的中 �� 10784（18番人気）�� 27790（7番人気）�� 58796（2番人気）
3連複票数 計1707523 的中 ��� 42842（9番人気）
3連単票数 計3210291 的中 ��� 5426（121番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．1―13．3―12．8―12．5―12．4―12．0―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．8―44．1―56．9―1：09．4―1：21．8―1：33．8―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フミノメモリー �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．3．2 阪神6着

2010．4．30生 牡7黒鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 24戦4勝 賞金 46，977，000円
〔制裁〕 オースミラナキラ号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

01034 1月8日 雨 稍重 （29京都1）第3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，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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 ロードヴァンドール 牡4栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 22：03．6 3．1�
22 ハナズレジェンド 牡4栗 56 C．ルメール 広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 460＋ 8 〃 クビ 2．6�
44 ジョルジュサンク 牡4栗 56 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 526＋162：03．7	 9．5�
11 スズカルパン 牡8鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 472＋ 22：04．33
 29．7�
33 レッドルーラー 牡7鹿 57 V．シュミノー �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500＋102：04．4クビ 27．9�

（仏）

810 ベ ル ニ ー ニ 牡8鹿 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋10 〃 ハナ 141．4	

89 アドマイヤキズナ 牡4黒鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 466＋ 22：04．82
 4．6

78 メイショウコルノ 牡6黒鹿57 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 550＋12 〃 ハナ 52．6�
66 レッドオリヴィア 牝6鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440－ 62：05．65 7．2�

（9頭）
77 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿56 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 67，617，300円 複勝： 75，894，700円 枠連： 27，210，900円
馬連： 159，763，900円 馬単： 86，307，300円 ワイド： 75，652，800円
3連複： 201，181，500円 3連単： 472，274，000円 計： 1，165，902，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連（2－5） 410円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 190円 �� 430円 �� 390円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 4，480円

票 数

単勝票数 計 676173 的中 � 172017（2番人気）
複勝票数 計 758947 的中 � 150653（2番人気）� 269043（1番人気）� 56752（5番人気）
枠連票数 計 272109 的中 （2－5） 50969（1番人気）
馬連票数 計1597639 的中 �� 306715（1番人気）
馬単票数 計 863073 的中 �� 76157（2番人気）
ワイド票数 計 756528 的中 �� 122546（1番人気）�� 40033（7番人気）�� 44131（6番人気）
3連複票数 計2011815 的中 ��� 165266（3番人気）
3連単票数 計4722740 的中 ��� 76351（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．4―12．7―12．4―12．8―12．2―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．7―50．4―1：02．8―1：15．6―1：27．8―1：39．4―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードヴァンドール 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．11．8 京都5着

2013．5．2生 牡4栗 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 13戦4勝 賞金 69，058，000円
〔出走取消〕 ヴォージュ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ベルニーニ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※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。

１レース目 ３レース目



01035 1月8日 雨 重 （29京都1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第51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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

59 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 428－ 21：37．6 27．4�
814 タイセイスターリー 牡3鹿 56 武 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 524－ 61：37．81 9．9�
35 ペルシアンナイト 牡3黒鹿56 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 2．4�
58 	 ト ラ ス ト 牡3芦 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 468＋ 21：38．01 6．9�
610 マイスタイル 牡3鹿 56 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 458± 0 〃 クビ 11．8	
47 ア ル ア イ ン 牡3鹿 56 V．シュミノー 
サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514－ 41：38．42
 3．6�

（仏）

22 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿56 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 472＋ 81：38．61
 18．5�
611 エテレインミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 478± 01：39．13 74．6
23 メイショウソウビ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 474＋ 41：39．95 41．3�
712 ケ ン シ ン 牡3鹿 56 S．フォーリー 岡 浩二氏 谷 潔 青森 スプリングファーム 492－ 21：40．11� 88．6�

（愛）

46 ブラックランナー 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 460－ 21：40．41� 121．9�

713 イエローマジック 牡3芦 56 浜中 俊村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 446＋ 6 〃 クビ 60．0�
11 ミルトプリンス 牡3鹿 56 古川 吉洋永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 長浜 忠 432＋ 21：40．61 196．2�
815 コウソクストレート 牡3鹿 56 C．ルメール 野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞湖 レイクヴィラファーム 496＋ 81：40．7� 14．2�
34 テイエムアニマンテ 牡3青鹿56 松若 風馬竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 482± 01：42．19 276．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 252，385，200円 複勝： 279，429，300円 枠連： 176，149，600円 馬連： 866，131，000円 馬単： 395，817，100円
ワイド： 360，949，200円 3連複： 1，360，180，700円 3連単： 2，359，577，500円 5重勝： 611，455，200円 計： 6，662，074，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 480円 � 300円 � 130円 枠 連（5－8） 1，740円

馬 連 �� 18，950円 馬 単 �� 48，680円

ワ イ ド �� 4，340円 �� 1，140円 �� 640円

3 連 複 ��� 9，940円 3 連 単 ��� 151，880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����� 71，336，440円

票 数

単勝票数 計2523852 的中 � 73441（8番人気）
複勝票数 計2794293 的中 � 111560（8番人気）� 205027（5番人気）� 779435（1番人気）
枠連票数 計1761496 的中 （5－8） 78027（8番人気）
馬連票数 計8661310 的中 �� 35410（35番人気）
馬単票数 計3958171 的中 �� 6098（75番人気）
ワイド票数 計3609492 的中 �� 20322（36番人気）�� 81456（13番人気）�� 153697（6番人気）
3連複票数 計13601807 的中 ��� 102627（33番人気）
3連単票数 計23595775 的中 ��� 11263（367番人気）
5重勝票数 計6114552 的中 ����� 6

ハロンタイム 12．1―11．0―11．4―12．6―12．4―12．8―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．5―47．1―59．5―1：12．3―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ョ ウ ヘ イ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．2 中京4着

2014．4．22生 牡3鹿 母 ショウナンアネーロ 母母 ショウナンハピネス 6戦2勝 賞金 53，465，000円
〔騎手変更〕 タイセイスターリー号の騎手川田将雅は，第2競走での落馬負傷のため武豊に変更。
〔制裁〕 メイショウソウビ号の騎手武幸四郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※テイエムアニマンテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

01036 1月8日 雨 重 （29京都1）第3日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

55 ストンライティング 牡4鹿 56
55 ☆�島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 440＋ 42：18．2 11．7�

810 シ ョ パ ン 牡4黒鹿56 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462± 02：18．52 4．2�
811 ベストセラーアスク 牝6鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 428＋ 22：19．45 91．1�
67 ソールインパクト 牡5芦 57 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 4 〃 クビ 4．1�
44 	 スリーヴェローチェ 牡8鹿 57

54 ▲荻野 極永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 476＋102：19．5
 59．8�
78 パフォーマプロミス 牡5栗 57 V．シュミノー 	サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：19．92� 4．5


（仏）

22 ビオラフォーエバー �6栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468± 02：20．32� 20．5�
33 ストレンジクォーク 牡5鹿 57 C．ルメール 	キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 500± 02：21．04 3．4�
11 ヒルノドンカルロ 牡7青鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B510－142：21．42� 14．8
66 ショウナンハルカス 牡5黒鹿57 池添 謙一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 502＋122：21．5クビ 57．2�
79 スパーキングジョイ 牡4栗 56

54 △城戸 義政幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 484－ 2 〃 クビ 70．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 103，488，000円 複勝： 95，317，900円 枠連： 36，561，700円
馬連： 223，774，100円 馬単： 105，211，200円 ワイド： 108，195，500円
3連複： 276，361，600円 3連単： 546，596，600円 計： 1，495，506，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 360円 � 200円 � 1，250円 枠 連（5－8） 2，580円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 760円 �� 9，520円 �� 4，500円

3 連 複 ��� 55，820円 3 連 単 ��� 281，250円

票 数

単勝票数 計1034880 的中 � 70365（5番人気）
複勝票数 計 953179 的中 � 67316（5番人気）� 153305（4番人気）� 16252（10番人気）
枠連票数 計 365617 的中 （5－8） 10952（9番人気）
馬連票数 計2237741 的中 �� 74737（8番人気）
馬単票数 計1052112 的中 �� 13885（23番人気）
ワイド票数 計1081955 的中 �� 38599（8番人気）�� 2828（48番人気）�� 6037（31番人気）
3連複票数 計2763616 的中 ��� 3713（89番人気）
3連単票数 計5465966 的中 ��� 1409（419番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―12．8―12．7―12．8―12．8―12．3―12．8―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．9―49．7―1：02．4―1：15．2―1：28．0―1：40．3―1：53．1―2：05．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストンライティング �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Sinndar デビュー 2016．1．16 京都7着

2013．2．13生 牡4鹿 母 フォトジェニック 母母 ピクチャープリンセス 13戦3勝 賞金 26，000，000円
〔騎手変更〕 パフォーマプロミス号の騎手川田将雅は，第2競走での落馬負傷のためV．シュミノーに変更。
※ベストセラーアスク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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



（29京都1）第3日 1月8日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重

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

252，320，000円
10，120，000円
14，660，000円
1，680，000円
29，780，000円
70，773，000円
5，373，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
797，144，700円
1，126，612，200円
444，502，100円
2，061，596，200円
1，002，429，100円
1，050，933，100円
2，948，624，200円
4，959，395，600円
611，455，200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
5 重 勝
計 15，002，692，400円

総入場人員 21，735名 （有料入場人員 20，732名）
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