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01061 1月21日 晴 重 （29京都1）第6日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

35 オモイサイフ 牡3栗 56 松若 風馬小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ
アーム 512－ 21：13．4 51．9�

815 ホウロクダマ 牡3鹿 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 546± 0 〃 クビ 20．9�

713 ブ キ ス 牡3鹿 56 国分 恭介杉澤 光雄氏 斉藤 崇史 新ひだか 前谷 武志 506－ 81：13．61� 1．6�
11 メ イ ト サ ン 牡3鹿 56 北村 友一 J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B470± 01：14．13 7．2�
816 セトノムーン 牝3鹿 54 国分 優作難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 460± 01：14．2� 39．4�
24 メイショウカリナン 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 492＋ 61：14．41 7．9	
48 アユツリオヤジ 牡3栗 56 浜中 俊 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 488＋121：14．82� 30．4

714 テイケイラフイン 牝3青鹿54 池添 謙一兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 406－ 4 〃 クビ 74．6�
47 ミュルミューレ 牝3芦 54 小牧 太藤田 孟司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 忠幸 420－ 21：15．22 30．5�
36 マルカテノール 牡3鹿 56 福永 祐一日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 498＋ 21：15．41� 9．2
612 ココホレワンワン 牡3黒鹿56 荻野 琢真�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 468－101：15．61 278．1�
23 ブルベアボア 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 468＋ 4 〃 アタマ 26．1�
510 スズカフローレンス 牝3鹿 54 古川 吉洋永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 480－ 8 〃 アタマ 71．9�
59 ウインストラグル 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 460＋ 21：15．7� 44．7�
12 ウ ェ ザ ビ ー 牝3鹿 54 田中 健�谷口牧場 坂口 正則 新ひだか 乾 皆雄 394－ 8 〃 アタマ 392．7�
611 キンショーフェスタ 牡3鹿 56 松田 大作礒野日出夫氏 中村 均 浦河 山田牧場 446± 01：16．23 44．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，206，200円 複勝： 45，428，700円 枠連： 11，158，200円
馬連： 39，748，600円 馬単： 23，395，500円 ワイド： 27，713，400円
3連複： 61，075，000円 3連単： 85，130，000円 計： 314，855，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，190円 複 勝 � 880円 � 350円 � 110円 枠 連（3－8） 2，890円

馬 連 �� 34，720円 馬 単 �� 83，950円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 1，410円 �� 490円

3 連 複 ��� 12，250円 3 連 単 ��� 203，690円

票 数

単勝票数 計 212062 的中 � 3267（12番人気）
複勝票数 計 454287 的中 � 5079（13番人気）� 14807（5番人気）� 281071（1番人気）
枠連票数 計 111582 的中 （3－8） 2986（11番人気）
馬連票数 計 397486 的中 �� 887（54番人気）
馬単票数 計 233955 的中 �� 209（111番人気）
ワイド票数 計 277134 的中 �� 1238（45番人気）�� 4928（14番人気）�� 15651（4番人気）
3連複票数 計 610750 的中 ��� 3738（40番人気）
3連単票数 計 851300 的中 ��� 303（444番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．2―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．2―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 ・（4，13）15，16（1，7，8）6－（5，14）3，10（2，12）－11＝9 4 ・（4，13）15－16（1，7，8）5－6（3，14）（2，10，12）－11－9

勝馬の
紹 介

オモイサイフ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．1．7 京都13着

2014．3．30生 牡3栗 母 ファスキナーレ 母母 アロールーシー 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21日 晴 重 （29京都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）

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

710 エジステンツァ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B478－ 41：54．3 2．5�

79 テイエムグッドマン 牡3鹿 56 M．デムーロ竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 490＋101：54．4� 2．9�
11 マコトテラメエリタ 牡3青鹿56 松田 大作�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 482－ 61：55．89 14．9�
44 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56 北村 友一松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434± 0 〃 アタマ 39．7�
33 タガノアニード 牝3黒鹿54 武 幸四郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 61：56．12 23．4	
56 グランドボヌール 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 476－ 41：56．31� 10．1

22 ロードギブソン 牡3栗 56 V．シュミノー �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 482± 01：56．4� 7．9�

（仏）

811 ダンツゴウユウ 牡3栗 56 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 460± 01：56．71� 8．8�
812 ウインミストレス 牝3黒鹿54 国分 優作�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 450－ 21：57．01� 85．4
67 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 458－ 21：57．74 48．9�
（愛）

55 ド ナ ル 牡3鹿 56
53 ▲森 裕太朗杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 小泉牧場 432± 01：58．76 148．2�

68 バージンファントム 牝3鹿 54 �島 良太泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 沖田 哲夫 432± 01：59．55 262．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，052，500円 複勝： 29，414，200円 枠連： 11，022，400円
馬連： 38，829，400円 馬単： 24，861，600円 ワイド： 23，928，400円
3連複： 56，504，200円 3連単： 95，086，600円 計： 300，699，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 290円 枠 連（7－7） 260円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 140円 �� 770円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 210525 的中 � 66602（1番人気）
複勝票数 計 294142 的中 � 110536（1番人気）� 69059（2番人気）� 12683（6番人気）
枠連票数 計 110224 的中 （7－7） 32151（1番人気）
馬連票数 計 388294 的中 �� 117368（1番人気）
馬単票数 計 248616 的中 �� 41260（1番人気）
ワイド票数 計 239284 的中 �� 62257（1番人気）�� 6105（9番人気）�� 6458（8番人気）
3連複票数 計 565042 的中 ��� 26851（4番人気）
3連単票数 計 950866 的中 ��� 15469（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．4―13．1―13．2―13．1―12．8―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．7―50．8―1：04．0―1：17．1―1：29．9―1：42．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エジステンツァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．24 中京8着

2014．1．6生 牡3鹿 母 リトルアマポーラ 母母 リトルハーモニー 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バージンファントム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月21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。

第１回 京都競馬 第６日



01063 1月21日 晴 重 （29京都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）
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

44 シゲルカモシカ 牡3鹿 56 和田 竜二森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 448± 01：27．6 3．8�
33 メイショウナンプウ 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B490± 0 〃 ハナ 6．7�
710 ハクユウマックス 牡3栗 56 松若 風馬 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 500＋ 4 〃 ハナ 9．5�
56 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 478＋ 81：27．92 10．4�
22 フジノアカネ 牡3鹿 56 竹之下智昭山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 500＋ 4 〃 クビ 13．6�
812 ムテキングス 牡3鹿 56 浜中 俊大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか 飛野牧場 B464＋ 21：28．0クビ 4．1	
813 スズカスマート 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 464－ 41：28．74 83．3

45 オーリャセブン 牡3栗 56 小牧 太廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 清水牧場 460＋ 4 〃 ハナ 16．2�
68 グッドアビリティ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗長谷川光司氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 402－ 41：29．12� 136．2�
11 マナープリンセス 牝3鹿 54 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 石郷岡 雅樹 B480＋ 41：29．95 7．5
711 シゲルエゾシカ 牝3栗 54 �島 良太森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 452＋ 61：30．11	 141．7�
69 マヤアムール 牝3栗 54 水口 優也�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 436＋ 41：30．63 329．5�
57 
 アウトスマート 牝3黒鹿54 福永 祐一橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米

St George Farm
LLC &
Spurrmont, LLC

444＋ 41：31．13 9．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，924，800円 複勝： 30，100，000円 枠連： 10，608，700円
馬連： 42，466，800円 馬単： 20，454，800円 ワイド： 24，605，100円
3連複： 55，016，700円 3連単： 70，427，400円 計： 274，604，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 230円 � 250円 枠 連（3－4） 1，310円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 500円 �� 700円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 17，550円

票 数

単勝票数 計 209248 的中 � 43484（1番人気）
複勝票数 計 301000 的中 � 49856（2番人気）� 33274（3番人気）� 29077（5番人気）
枠連票数 計 106087 的中 （3－4） 6242（4番人気）
馬連票数 計 424668 的中 �� 24314（2番人気）
馬単票数 計 204548 的中 �� 5860（4番人気）
ワイド票数 計 246051 的中 �� 13181（2番人気）�� 8891（7番人気）�� 7515（12番人気）
3連複票数 計 550167 的中 ��� 12445（7番人気）
3連単票数 計 704274 的中 ��� 2909（32番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．4―12．9―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―36．2―49．1―1：01．9―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルカモシカ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．8．6 小倉5着

2014．3．10生 牡3鹿 母 モトメチャン 母母 モザーティアナ 10戦1勝 賞金 9，000，000円

01064 1月21日 晴 重 （29京都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 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 ビップキャッツアイ 牝3黒鹿54 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480 ―1：27．8 3．8�
815 バンダイクブラウン 牝3栗 54 S．フォーリー 松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 470 ―1：28．11� 23．7�

（愛）

59 メイショウツムギ 牝3栗 54 国分 恭介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 444 ―1：28．42 27．5�
816 マクトゥーブ 牝3黒鹿54 四位 洋文杉山 一穂氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 472 ―1：28．5� 6．5�
12 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 水口 優也水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 492 ―1：28．71� 43．6�
612 キシュウサラリン 牝3栗 54 小牧 太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 412 ― 〃 ハナ 85．2�
47 テイエムアビーム 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム
牧場株式会社 444 ― 〃 ハナ 116．2	

714 エンドレスコール 牝3黒鹿54 V．シュミノー 
キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ―1：29．02 5．6�

（仏）

48 ケイツーフラン 牝3鹿 54 藤岡 佑介楠本 勝美氏 沖 芳夫 新ひだか 斉藤スタッド 440 ― 〃 クビ 62．6�
11 フロールネイジ 牝3芦 54 松田 大作KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 488 ― 〃 アタマ 4．9�
510 アンドシングズ 牝3黒鹿54 和田 竜二諸江 幸祐氏 平田 修 千歳 社台ファーム 468 ―1：29．21 28．1�
23 ス オ ウ 牝3鹿 54 武 幸四郎松田 整二氏 荒川 義之 平取 稲原牧場 430 ― 〃 ハナ 30．4�
713 メイショウクジャク 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 442 ―1：29．41� 10．0�
611 アマノスペシャル 牝3鹿 54 国分 優作
髙昭牧場 安達 昭夫 日高 天羽牧場 406 ―1：29．6� 211．2�
36 スズカルーメン 牝3黒鹿54 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 418 ―1：29．7� 9．0�
24 ラブリーミリアン 牝3黒鹿54 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 432 ―1：30．12� 25．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，596，800円 複勝： 27，441，100円 枠連： 14，686，000円
馬連： 37，905，100円 馬単： 19，041，500円 ワイド： 23，117，900円
3連複： 49，105，000円 3連単： 58，759，700円 計： 250，653，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 690円 � 830円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，530円 �� 9，730円

3 連 複 ��� 54，150円 3 連 単 ��� 215，150円

票 数

単勝票数 計 205968 的中 � 42747（1番人気）
複勝票数 計 274411 的中 � 49023（1番人気）� 9099（8番人気）� 7334（10番人気）
枠連票数 計 146860 的中 （3－8） 16418（2番人気）
馬連票数 計 379051 的中 �� 8722（15番人気）
馬単票数 計 190415 的中 �� 3101（19番人気）
ワイド票数 計 231179 的中 �� 4270（15番人気）�� 2357（28番人気）�� 599（70番人気）
3連複票数 計 491050 的中 ��� 680（143番人気）
3連単票数 計 587597 的中 ��� 198（575番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．1―48．7―1：01．8―1：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．1
3 ・（5，15）（16，14）1（2，13）4（6，12）（3，11）9－7，8，10 4 5，15（1，16）（2，14）（4，13）（6，12）（3，11，9）－7（10，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップキャッツアイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．4．30生 牝3黒鹿 母 マチカネセキガハラ 母母 マチカネチコウヨレ 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タガノエヴァンジル号・ネオヴレクール号・リッカハピネス号
※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。



01065 1月21日 晴 稍重 （29京都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

57 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 56 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 458＋ 42：02．7 4．0�
45 ダノンスターズ 牡3黒鹿56 浜中 俊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 440± 02：02．91� 22．8�
34 ウインベラシアス 牡3栗 56 藤岡 佑介�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 490－ 22：03．0クビ 10．0�
22 ジュンテオドーラ 牝3鹿 54 S．フォーリー 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456－ 82：03．32 7．3�

（愛）

33 ジャスティンラヴ 牝3黒鹿54 松若 風馬前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 412＋122：03．51� 26．3�
11 カレンラヴニール 牡3鹿 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494－ 42：03．71� 40．0	
814 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 北村 友一田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 450－ 42：03．91� 41．9

69 レッドクライム 牡3栗 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 458± 02：04．11� 2．4�
712 アローシャトル 牡3鹿 56 川須 栄彦佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 木村牧場 466＋ 42：04．42 299．8�
46 プティットクルール 牝3黒鹿54 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 430＋ 62：04．5� 88．5
711 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54 福永 祐一�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 482－ 6 〃 クビ 19．4�
813 マイネルフェアネス 牡3栗 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 斉藤英牧場 504＋ 22：04．81� 93．9�
610 カンポデフィオーリ 牝3黒鹿54 V．シュミノー 吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 422－ 4 〃 アタマ 34．6�

（仏）

58 スズカアカデミー 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 484－ 22：05．11� 8．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，166，400円 複勝： 37，202，300円 枠連： 13，136，700円
馬連： 48，897，300円 馬単： 26，795，200円 ワイド： 31，232，800円
3連複： 72，405，100円 3連単： 101，057，000円 計： 353，892，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 670円 � 320円 枠 連（4－5） 2，730円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 11，730円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 980円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 27，110円 3 連 単 ��� 142，540円

票 数

単勝票数 計 231664 的中 � 46040（2番人気）
複勝票数 計 372023 的中 � 72797（2番人気）� 11609（7番人気）� 28383（5番人気）
枠連票数 計 131367 的中 （4－5） 3717（9番人気）
馬連票数 計 488973 的中 �� 5979（17番人気）
馬単票数 計 267952 的中 �� 1712（33番人気）
ワイド票数 計 312328 的中 �� 4787（18番人気）�� 8486（9番人気）�� 1789（38番人気）
3連複票数 計 724051 的中 ��� 2003（68番人気）
3連単票数 計1010570 的中 ��� 514（346番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．0―12．4―12．4―12．9―12．5―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．5―48．9―1：01．3―1：14．2―1：26．7―1：38．8―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスピリトゥオーゾ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．6．12 阪神5着

2014．5．15生 牡3栗 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー 8戦1勝 賞金 12，250，000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。

01066 1月21日 晴 重 （29京都1）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55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 ホーリーブレイズ 牡3鹿 56 松田 大作村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460 ―1：55．6 7．5�
47 ビービーアヴィド 牡3黒鹿56 S．フォーリー 坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ―1：55．91� 32．2�
（愛）

714 エイシンルジーナ 牝3黒鹿54 福永 祐一�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 506 ―1：56．0� 35．2�
12 クールブルーズ 牡3黒鹿56 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 488 ―1：56．63� 63．3�
35 ザ ビ ッ グ 牡3黒鹿56 古川 吉洋田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 468 ― 〃 アタマ 19．3�
23 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 524 ―1：56．81� 7．7	
48 メイショウスイグン 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478 ― 〃 クビ 5．5

24 ナリタバード 牡3鹿 56 四位 洋文�オースミ 木原 一良 平取 稲原牧場 498 ―1：57．33 14．4�
36 ナムラシンウチ 牡3鹿 56 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 510 ―1：57．83 3．2�
611 コンフェクション 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 426 ―1：58．54 57．5
612 トモノセンス 牡3鹿 56 V．シュミノー 共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 516 ―1：58．82 6．5�

（仏）

816 ニホンピロレイカー 牡3黒鹿56 国分 恭介小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 452 ―1：59．54 52．6�
815 モダンタキシード 牡3青鹿56 藤岡 佑介吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム 462 ―1：59．6� 41．2�
713 ワールドガーランド 牡3黒鹿56 	島 良太新井原 博氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 510 ―1：59．7� 96．4�
11 ビ ー ス ト 牡3鹿 56 松若 風馬林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 498 ―2：00．12� 20．9�
510 セルリアンアピチェ 牡3鹿 56 武 幸四郎�イクタ 加用 正 新冠 村本牧場 490 ―2：01．59 29．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，226，900円 複勝： 30，802，800円 枠連： 15，157，800円
馬連： 48，446，800円 馬単： 23，016，800円 ワイド： 30，143，000円
3連複： 62，381，800円 3連単： 74，445，400円 計： 310，621，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 850円 � 950円 枠 連（4－5） 1，470円

馬 連 �� 12，200円 馬 単 �� 20，690円

ワ イ ド �� 3，360円 �� 3，700円 �� 8，280円

3 連 複 ��� 101，700円 3 連 単 ��� 367，160円

票 数

単勝票数 計 262269 的中 � 27656（4番人気）
複勝票数 計 308028 的中 � 39534（3番人気）� 8702（10番人気）� 7646（11番人気）
枠連票数 計 151578 的中 （4－5） 7944（9番人気）
馬連票数 計 484468 的中 �� 3076（41番人気）
馬単票数 計 230168 的中 �� 834（72番人気）
ワイド票数 計 301430 的中 �� 2323（38番人気）�� 2111（41番人気）�� 932（77番人気）
3連複票数 計 623818 的中 ��� 460（236番人気）
3連単票数 計 744454 的中 ��� 147（996番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．5―51．2―1：04．7―1：18．2―1：30．6―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F37．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホーリーブレイズ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2014．5．12生 牡3鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ナムラシンウチ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年1月28日から平成29年1月

29日まで騎乗停止。（被害馬：15番）
〔その他〕 ナムラシンウチ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 オニダツ号・サンオークランド号・トウカイクルーク号
※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。



01067 1月21日 晴 重 （29京都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
1：21．5

重
不良

816� ネオアトラクション 牡5鹿 57 V．シュミノー 林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors
Farming 500＋ 61：25．2 28．4�

（仏）

36 	 タイキレガトゥス 牡5栗 57 北村 友一�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B480＋ 61：25．52 14．3�

48 	 サトノユニコーン 牡7鹿 57 浜中 俊里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B484－ 61：25．71
 5．7�
35 ウォーターミリオン 牡4栗 56 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 450＋ 61：25．8� 58．7�
59 ノースウッド 牡5鹿 57 福永 祐一 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 520＋ 4 〃 クビ 3．6�
11 フィールブリーズ 牡4鹿 56 川須 栄彦水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 538＋141：25．9クビ 33．4	
12 シルバーソード 牡5鹿 57 国分 恭介
ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524＋ 61：26．11 32．0�
612 アリエスジューゴー 牡5鹿 57 �島 良太武井 祥久氏 斉藤 崇史 むかわ 小林 孝幸 498－ 4 〃 クビ 225．9�
611	 シゲルオニカマス 牡4鹿 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 536－10 〃 ハナ 10．1
47 ユキノカトレア 牝5鹿 55 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 492＋ 4 〃 ハナ 16．7�
23 ディープエクシード 牡4鹿 56 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 484－ 21：26．2クビ 19．5�
815 スーパーライナー 牡4鹿 56 M．デムーロ谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B506＋161：26．3 4．3�
24 パセンジャーシップ 牝5芦 55 S．フォーリー 吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 500＋ 21：26．62 16．9�

（愛）

510 キャノンストーム 牡4黒鹿56 藤岡 佑介前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 41：26．91 56．7�

713 デアリングエッジ 牝4栗 54 小牧 太 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 452＋ 41：27．11 22．4�
714� エ テ 牝4鹿 54 松若 風馬西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 472＋ 81：27．73� 17．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，034，200円 複勝： 52，661，600円 枠連： 17，731，400円
馬連： 72，929，600円 馬単： 29，737，700円 ワイド： 46，607，300円
3連複： 103，581，800円 3連単： 109，346，600円 計： 464，630，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 830円 � 330円 � 170円 枠 連（3－8） 2，940円

馬 連 �� 21，010円 馬 単 �� 33，530円

ワ イ ド �� 4，710円 �� 3，520円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 35，860円 3 連 単 ��� 218，390円

票 数

単勝票数 計 320342 的中 � 9021（11番人気）
複勝票数 計 526616 的中 � 13027（12番人気）� 38005（5番人気）� 108073（1番人気）
枠連票数 計 177314 的中 （3－8） 4667（15番人気）
馬連票数 計 729296 的中 �� 2690（59番人気）
馬単票数 計 297377 的中 �� 665（101番人気）
ワイド票数 計 466073 的中 �� 2497（52番人気）�� 3361（40番人気）�� 12025（6番人気）
3連複票数 計1035818 的中 ��� 2166（122番人気）
3連単票数 計1093466 的中 ��� 363（710番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．8―46．9―59．2―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオアトラクション �
�
父 Montjeu �

�
母父 Efisio デビュー 2015．1．18 京都1着

2012．4．23生 牡5鹿 母 Attraction 母母 Flirtation 15戦2勝 賞金 19，600，000円
〔制裁〕 スーパーライナー号の騎手M．デムーロは，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・9番）
※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 デピュティスカイ号・ワンダーヴァローレ号
※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。

01068 1月21日 晴 重 （29京都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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

34 ワンダーピルエット 牝4鹿 54 小牧 太山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 476－ 41：51．4 10．3�
11 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿56 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 522＋ 61：52．14 2．5�
814 スワーヴカイザー �6青 57 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 546＋121：52．41� 5．0�
46 スランジバール 牡8鹿 57

54 ▲森 裕太朗�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 482－ 41：52．5クビ 37．4�
69 アスタキサンチン 牝5栗 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B468－ 2 〃 クビ 9．3	
712 ショウナンハルカス 牡5黒鹿57 福永 祐一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 506＋ 41：52．6クビ 29．4

813 プレシャスルージュ �5黒鹿57 V．シュミノー �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：52．81� 8．7�

（仏）

33 タマモアルム 牡4鹿 56 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 516＋18 〃 クビ 19．5�
58 ディライトフル �6鹿 57 S．フォーリー �ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 61：52．9	 7．1
（愛）

610 タニノマンボ 牡7鹿 57 和田 竜二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 484± 01：53．11 35．9�
57 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± 01：53．31	 226．9�
45 トーコーグリーン 牡7黒鹿57 北村 友一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B516＋101：53．61� 38．8�
22 アグネスアーニャ 牝5鹿 55 松若 風馬畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 494＋ 61：53．92 63．1�
711 ダンツペンダント 牝4黒鹿54 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 506－ 21：54．0	 54．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，366，300円 複勝： 43，699，000円 枠連： 19，241，500円
馬連： 67，413，300円 馬単： 33，523，500円 ワイド： 42，012，000円
3連複： 102，962，800円 3連単： 128，791，600円 計： 467，010，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 250円 � 120円 � 160円 枠 連（1－3） 760円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 470円 �� 780円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 293663 的中 � 22627（6番人気）
複勝票数 計 436990 的中 � 31056（6番人気）� 135280（1番人気）� 62659（2番人気）
枠連票数 計 192415 的中 （1－3） 19414（2番人気）
馬連票数 計 674133 的中 �� 43942（4番人気）
馬単票数 計 335235 的中 �� 9095（10番人気）
ワイド票数 計 420120 的中 �� 22631（4番人気）�� 12670（8番人気）�� 39529（1番人気）
3連複票数 計1029628 的中 ��� 46438（3番人気）
3連単票数 計1287916 的中 ��� 7981（26番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．8―12．7―12．6―12．5―12．6―12．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―36．3―49．0―1：01．6―1：14．1―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーピルエット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．3．13 阪神11着

2013．5．8生 牝4鹿 母 ワンダーグラス 母母 ワンダーヘリテージ 11戦3勝 賞金 23，280，000円
※アスタキサンチン号・タニノマンボ号は，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。



01069 1月21日 晴 稍重 （29京都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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

815 ビップライブリー 牡4栗 56 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：23．0 2．5�
11 ビットレート 牝5栗 55 M．デムーロ �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460－ 21：23．53 5．7�
816 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿57 川須 栄彦土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466＋ 21：23．71� 35．5�
48 グレイスミノル 牝5青鹿55 藤岡 佑介吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 494＋ 41：23．8� 8．2�
714 レッドルモンド 牡5青鹿57 V．シュミノー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 532＋ 81：23．9� 46．8	

（仏）

36 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448＋28 〃 クビ 6．0


612 アドマイヤクーガー 牡9栗 57 松田 大作近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B490＋ 41：24．0クビ 165．6�

713 ミッキーグッドネス 牝4鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 416＋10 〃 ハナ 6．9�
47 ペ ル フ ィ カ 牝5黒鹿55 松若 風馬前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋141：24．1� 21．5
611 エイシンペペラッツ 牡6栗 57 池添 謙一�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 484＋101：24．31� 17．6�
12 	 ウィズアミッション 牝6鹿 55 古川 吉洋吉田 安惠氏 長浜 博之 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 448＋10 〃 ハナ 88．3�
59 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 462＋121：24．51
 74．4�
35 マイアベーア 牡5青鹿57 S．フォーリー �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 478＋ 81：24．81� 70．4�

（愛）

24 リアルヴィーナス 牝6鹿 55 小牧 太山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474－ 6 〃 クビ 363．9�
510 アズマクィーン 牝5鹿 55 四位 洋文東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 480＋ 6 〃 アタマ 26．1�
23 ミッキーシーガル 牡5青鹿57 北村 友一野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：25．33 104．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，395，300円 複勝： 60，278，100円 枠連： 22，614，900円
馬連： 98，639，100円 馬単： 43，147，800円 ワイド： 53，512，000円
3連複： 134，443，400円 3連単： 169，808，600円 計： 620，839，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 640円 枠 連（1－8） 650円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，270円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 19，510円

票 数

単勝票数 計 383953 的中 � 121513（1番人気）
複勝票数 計 602781 的中 � 180532（1番人気）� 80553（3番人気）� 15493（9番人気）
枠連票数 計 226149 的中 （1－8） 26588（2番人気）
馬連票数 計 986391 的中 �� 91261（1番人気）
馬単票数 計 431478 的中 �� 24567（1番人気）
ワイド票数 計 535120 的中 �� 44693（1番人気）�� 10293（14番人気）�� 4278（31番人気）
3連複票数 計1344434 的中 ��� 14795（22番人気）
3連単票数 計1698086 的中 ��� 6310（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．4―12．0―11．8―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．9―48．9―1：00．7―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップライブリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．2．14 京都1着

2013．3．12生 牡4栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 9戦3勝 賞金 41，799，000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。
（非抽選馬） 1頭 シルヴァーグレイス号
※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。

01070 1月21日 晴 稍重 （29京都1）第6日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス
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，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 140，000円 40，000円 20，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 アダムバローズ 牡3黒鹿56 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 504－ 82：01．7 10．1�
55 ダノンディスタンス 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 ハナ 4．4�
22 シャイニーゲール 牡3鹿 56 福永 祐一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470＋ 42：02．55 3．5�
44 インウィスパーズ 牡3鹿 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 444± 0 〃 ハナ 2．1�
33 アドマイヤウイナー 牡3黒鹿56 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－ 42：02．6� 5．7�

（5頭）

売 得 金
単勝： 54，988，800円 複勝： 56，959，300円 枠連： 発売なし
馬連： 70，079，900円 馬単： 52，678，100円 ワイド： 23，746，800円
3連複： 62，314，700円 3連単： 320，992，800円 計： 641，760，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 450円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 500円 �� 510円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 549888 的中 � 43502（5番人気）
複勝票数 計 569593 的中 � 45014（5番人気）� 99523（3番人気）
馬連票数 計 700799 的中 �� 25712（10番人気）
馬単票数 計 526781 的中 �� 8965（20番人気）
ワイド票数 計 237468 的中 �� 11494（9番人気）�� 11354（10番人気）�� 24413（4番人気）
3連複票数 計 623147 的中 ��� 27287（10番人気）
3連単票数 計3209928 的中 ��� 16765（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．2―49．2―1：01．2―1：13．8―1：26．1―1：37．7―1：49．4

コーナー
通過順位

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

2
4
1，5－4－3－2・（1，5）4，3，2

勝馬の
紹 介

アダムバローズ 	


父 ハーツクライ 	



母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．6．11 阪神2着

2014．3．27生 牡3黒鹿 母 チャチャリーノ 母母 パ ー レ イ 6戦3勝 賞金 37，143，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ヴァナヘイム号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



01071 1月21日 晴 稍重 （29京都1）第6日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス

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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 スマートアヴァロン 牡5黒鹿56 M．デムーロ大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 516＋ 21：23．2 3．9�
35 ブラゾンドゥリス 牡5鹿 56 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 526± 01：23．51	 3．9�
48 マッチレスヒーロー 牡6栗 56 和田 竜二�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B480＋ 2 〃 クビ 48．9�
714 パーティードレス 牝6栗 54 S．フォーリー 原 
子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478± 01：23．71� 19．7�

（愛）

611� ソルティコメント 牡5栗 56 V．シュミノー 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 米 Craig B.
Singer 462＋ 81：23．8� 7．7	

（仏）

23 ナガラオリオン 牡8鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 480＋ 21：24．0	 11．2

47 ビッグリバティ 牡8青鹿56 松若 風馬�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 526＋ 2 〃 アタマ 40．8�
12 ヒラボクプリンス 牡7鹿 56 藤岡 佑介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 512＋121：24．1クビ 183．0�
713 オースミイージー 牡9鹿 56 国分 恭介�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 502－ 61：24．2	 384．6
816 サ ノ イ チ 牡6鹿 56 川須 栄彦佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B488＋ 41：24．3	 61．5�
24 ポメグラネイト 牡6栗 56 古川 吉洋畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 590＋201：24．4クビ 49．6�
36 サクラエール 牡6黒鹿56 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 490－ 4 〃 ハナ 48．7�
11 オールブラックス 牡8鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 510＋ 41：24．61 61．7�
59 タガノエスプレッソ 牡5鹿 57 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 2 〃 ハナ 4．4�
510� サトノプリンシパル 7鹿 57 小牧 太里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B550＋ 21：24．81� 15．1�
815 サウンドスカイ 牡4栗 56 松田 大作増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 21：26．18 16．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，795，200円 複勝： 113，887，700円 枠連： 59，096，400円
馬連： 276，185，400円 馬単： 108，338，400円 ワイド： 126，722，300円
3連複： 419，114，600円 3連単： 570，831，100円 計： 1，747，971，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 160円 � 820円 枠 連（3－6） 490円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，610円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 35，070円

票 数

単勝票数 計 737952 的中 � 147819（2番人気）
複勝票数 計1138877 的中 � 243092（1番人気）� 199344（2番人気）� 23955（11番人気）
枠連票数 計 590964 的中 （3－6） 91903（1番人気）
馬連票数 計2761854 的中 �� 293224（1番人気）
馬単票数 計1083384 的中 �� 60492（1番人気）
ワイド票数 計1267223 的中 �� 107946（1番人気）�� 11563（29番人気）�� 10843（31番人気）
3連複票数 計4191146 的中 ��� 33220（25番人気）
3連単票数 計5708311 的中 ��� 11798（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．5―46．0―58．1―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアヴァロン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．11．2 京都1着

2012．3．27生 牡5黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 20戦6勝 賞金 126，848，000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。
（非抽選馬） 4頭 シンゼンレンジャー号・スズカデヴィアス号・スーサンジョイ号・フミノファルコン号
※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。

01072 1月21日 晴 稍重 （29京都1）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：31．4
1：30．7

良
良

814 ショウナンタイザン 牡4黒鹿56 松田 大作国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 504－ 21：36．0 29．9�
23 レ オ ナ ル ド 牡4鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋121：36．21� 2．4�
713 ティーエスクライ 牝5芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 460＋ 8 〃 クビ 6．3�
47 ス ノ ー マ ン 牡4鹿 56 北村 友一永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 494＋ 21：36．4	 5．1�
11 ユウチェンジ 牡4黒鹿56 V．シュミノー�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 502－ 2 〃 クビ 7．5�

（仏）

22 マイネルサグラ 牡4栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 490＋121：36．5クビ 244．7	

611 リングオブハピネス 牝4栗 54 S．フォーリー 五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 81：36．71
 102．5

（愛）

46 ミッキーディナシー 牝4黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 410－101：36．8
 28．3�
815 アルパーシャン 牡5栗 57 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 464＋ 21：36．9	 24．3
610 カレンオプシス 牝5青鹿55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：37．22 8．3�
59 ギ ン パ リ 牡5青鹿57 国分 恭介新井原 博氏 武市 康男 新冠 守矢牧場 508－ 41：37．41 229．6�
58 ジョンブリアン 牝4黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464－ 21：37．5クビ 14．6�
35 エスペランサルル 牝5栗 55 松若 風馬江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442＋261：37．6
 165．9�
712 フォルシャー 牡6栗 57 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 484＋ 21：38．24 35．2�
34 マダムクレアシオン 牝4鹿 54 川須 栄彦�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 448＋ 81：38．51	 245．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，380，500円 複勝： 60，689，100円 枠連： 27，369，700円
馬連： 122，620，600円 馬単： 52，454，500円 ワイド： 61，708，200円
3連複： 159，439，800円 3連単： 230，291，700円 計： 764，954，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 480円 � 140円 � 170円 枠 連（2－8） 2，050円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 13，890円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 2，090円 �� 330円

3 連 複 ��� 8，250円 3 連 単 ��� 82，610円

票 数

単勝票数 計 503805 的中 � 13448（9番人気）
複勝票数 計 606891 的中 � 23083（10番人気）� 138509（1番人気）� 94869（2番人気）
枠連票数 計 273697 的中 （2－8） 10340（10番人気）
馬連票数 計1226206 的中 �� 17935（19番人気）
馬単票数 計 524545 的中 �� 2832（47番人気）
ワイド票数 計 617082 的中 �� 8566（23番人気）�� 7013（27番人気）�� 54706（1番人気）
3連複票数 計1594398 的中 ��� 14483（29番人気）
3連単票数 計2302917 的中 ��� 2021（266番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．8―12．6―12．3―12．1―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．8―48．4―1：00．7―1：12．8―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンタイザン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．1．24 中京1着

2013．5．31生 牡4黒鹿 母 ロックオブサリサ 母母 Sarissa 7戦2勝 賞金 14，250，000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。



（29京都1）第6日 1月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

216，050，000円
16，620，000円
1，210，000円
19，860，000円
67，286，000円
4，368，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
412，133，900円
588，563，900円
221，823，700円
964，161，900円
457，445，400円
515，049，200円
1，338，344，900円
2，014，968，500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 6，512，491，400円

総入場人員 12，373名 （有料入場人員 10，756名）
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