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01037 1月13日 晴 稍重 （30京都1）第4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）

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

33 アスクハードスパン 牡3鹿 56 浜中 俊廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 522＋ 81：56．1 5．4�
11 ビップベリンダ 牝3黒鹿54 太宰 啓介鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 494＋ 21：56．95 2．5�
77 マースゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 466＋ 41：57．0� 2．9�
44 ナムラシシマル 牡3鹿 56 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 506＋ 61：57．74 12．4�
810 ショウナンバローロ 牡3鹿 56 国分 恭介国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 500± 01：57．8� 27．2�
22 グランロックハート 牡3鹿 56 岡田 祥嗣飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 508＋ 81：58．54 9．4	
55 アリュールベルン 牡3芦 56 菱田 裕二四本 昭弘氏 �島 一歩 平取 北島牧場 480＋141：59．13� 30．7

89 ビーユアヒーロー 牡3青鹿 56

55 ☆荻野 極 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 472＋ 82：01．9大差 14．4�

66 タガノイチベエ 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516－ 22：02．0� 140．3�
78 ヴィズアルメンテ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 376－142：02．74 180．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 20，311，500円 複勝： 25，587，800円 枠連： 7，809，300円
馬連： 36，610，200円 馬単： 20，840，100円 ワイド： 23，987，300円
3連複： 48，508，800円 3連単： 82，586，300円 計： 266，241，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（1－3） 730円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 310円 �� 330円 �� 140円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 203115 的中 � 29753（3番人気）
複勝票数 計 255878 的中 � 27100（3番人気）� 86725（1番人気）� 60966（2番人気）
枠連票数 計 78093 的中 （1－3） 8218（2番人気）
馬連票数 計 366102 的中 �� 34117（2番人気）
馬単票数 計 208401 的中 �� 8637（5番人気）
ワイド票数 計 239873 的中 �� 16343（2番人気）�� 15432（4番人気）�� 55970（1番人気）
3連複票数 計 485088 的中 ��� 55102（1番人気）
3連単票数 計 825863 的中 ��� 10870（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―38．4―51．9―1：04．9―1：17．8―1：30．4―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスクハードスパン �
�
父 ハードスパン �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー 2017．12．16 阪神9着

2015．4．20生 牡3鹿 母 イ ル バ チ オ 母母 サーファーガール 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビーユアヒーロー号・タガノイチベエ号・ヴィズアルメンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30年2月13日まで平地競走に出走できない。
※ヴィズアルメンテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01038 1月13日 晴 稍重 （30京都1）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

79 ル リ ジ オ ン 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－141：57．1 4．0�

710 アヴィドウィナー 牡3栗 56 太宰 啓介北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 480＋ 21：57．63 62．0�
811 ロイジービヴ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 522－ 41：57．81� 6．6�
11 キングブラック 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 494－ 41：58．12 1．9�
44 フィアットルクス 牡3栗 56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 492－ 41：58．42 17．5�
67 グ ロ グ ラ ン 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 81：58．5� 39．3	
812 メイショウミナモト 牡3黒鹿56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：58．6クビ 251．9

22 ケンイーサリアム 牡3鹿 56 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 470＋ 41：58．91� 39．2�
33 クリノブショウサマ 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人栗本 守氏 作田 誠二 浦河 大道牧場 484＋ 61：59．43 271．5�
55 タガノアヴニール 牡3栗 56 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 81：59．61� 5．4
68 コ ク シ ネ ル 牡3栗 56 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 平取 北島牧場 476－ 61：59．81� 34．2�
56 ア フ オ ラ カ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 450－ 4 〃 ハナ 161．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，415，800円 複勝： 23，454，400円 枠連： 7，784，100円
馬連： 35，778，300円 馬単： 23，100，300円 ワイド： 23，008，200円
3連複： 48，145，600円 3連単： 76，088，800円 計： 258，775，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 1，070円 � 230円 枠 連（7－7） 8，650円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 15，850円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 540円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 16，740円 3 連 単 ��� 88，120円

票 数

単勝票数 計 214158 的中 � 42827（2番人気）
複勝票数 計 234544 的中 � 43300（2番人気）� 4276（9番人気）� 28009（4番人気）
枠連票数 計 77841 的中 （7－7） 697（17番人気）
馬連票数 計 357783 的中 �� 2974（21番人気）
馬単票数 計 231003 的中 �� 1093（36番人気）
ワイド票数 計 230082 的中 �� 1944（25番人気）�� 11973（6番人気）�� 1600（29番人気）
3連複票数 計 481456 的中 ��� 2156（42番人気）
3連単票数 計 760888 的中 ��� 626（203番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―38．3―51．9―1：05．4―1：18．5―1：31．3―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル リ ジ オ ン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．8．20 小倉8着

2015．1．22生 牡3鹿 母 フェイドレスシーン 母母 フェイドレス 4戦1勝 賞金 6，300，000円

第１回 京都競馬 第４日



01039 1月13日 晴 稍重 （30京都1）第4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

12 � ニシノトランザム 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

480± 01：27．8 4．2�
23 メイショウバイタル 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 504＋ 21：28．01� 12．1�
816 ダイメイギンガ 牝3栗 54 菱田 裕二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 460＋ 6 〃 クビ 67．9�
59 ナリタミニスター 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 454－ 61：28．31	 2．9�
510 サイモンバイタル 牡3鹿 56 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 448＋ 2 〃 クビ 357．0�
612 ショウナンアンビル 牡3栗 56 
島 良太国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 446－ 21：28．4クビ 73．8	
24 カワチノシャモ 牡3青鹿56 川島 信二木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 444－ 21：28．93 341．7

48 ブルベアノザワナ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 444－ 21：29．0� 452．3�
815 ヘ イ デ イ 牡3鹿 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 2 〃 クビ 17．2�
611 ジャックビーンズ 牡3栗 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 41：29．1� 40．6
35 ワイプティアーズ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 518－ 21：29．2	 11．4�
714 ブレークテーラー 牡3黒鹿56 国分 恭介中西 浩一氏 河内 洋 浦河 笠松牧場 434± 01：29．41 35．5�
713 メイショウランマル 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 西園 正都 浦河 太陽牧場 436± 01：29．93 398．2�
36 ミンナノシャチョウ 牡3鹿 56 川田 将雅 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 492－12 〃 ハナ 3．0�
47 カノウムスビ 牡3栗 56 太宰 啓介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 496± 01：30．11� 96．2�
11 エイシンエポカル 牝3黒鹿 54

53 ☆城戸 義政�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 八田ファーム 468± 01：30．2	 105．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，852，200円 複勝： 39，164，100円 枠連： 11，417，600円
馬連： 53，831，000円 馬単： 26，257，400円 ワイド： 37，002，500円
3連複： 74，318，800円 3連単： 95，223，700円 計： 370，067，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 300円 � 850円 枠 連（1－2） 2，310円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，930円 �� 6，600円

3 連 複 ��� 29，460円 3 連 単 ��� 94，310円

票 数

単勝票数 計 328522 的中 � 62200（3番人気）
複勝票数 計 391641 的中 � 71282（3番人気）� 32943（4番人気）� 9535（9番人気）
枠連票数 計 114176 的中 （1－2） 3830（10番人気）
馬連票数 計 538310 的中 �� 18098（9番人気）
馬単票数 計 262574 的中 �� 5655（11番人気）
ワイド票数 計 370025 的中 �� 14171（6番人気）�� 2356（27番人気）�� 1393（41番人気）
3連複票数 計 743188 的中 ��� 1892（66番人気）
3連単票数 計 952237 的中 ��� 732（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―36．1―48．9―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―3F38．9
3 ・（3，6）（7，4）（1，2）16，9，14，10，13（8，15）（12，11）5 4 3（6，7，4）2，16，9（1，14）（10，11）（8，15）12，13，5

勝馬の
紹 介

�ニシノトランザム �
�
父 Orb �

�
母父 Successful Appeal デビュー 2017．7．8 中京7着

2015．3．24生 牡3鹿 母 Glorious Success 母母 Ring of Music 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走状況〕 ワイプティアーズ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

ジャックビーンズ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ブレークテーラー号の騎手国分恭介は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※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 ヴィズアルメンテ号・カズアピアーニ号・バトードラムール号

01040 1月13日 晴 稍重 （30京都1）第4日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611� アポロテネシー 牡3鹿 56 武 豊アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米
Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

496 ―1：27．6 2．0�
816 タッチアコード 牝3芦 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458 ―1：28．55 7．4�
24 クリノヴィグラス 牡3栗 56 荻野 琢真栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 466 ―1：28．71� 27．9�
48 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 国分 恭介山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 472 ―1：28．91 12．3�
35 オースミバレル 牡3芦 56 国分 優作�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 516 ―1：29．22 31．3	
815 レンブランサ 牝3栗 54 高倉 稜名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 432 ―1：29．52 18．5

12 リメンブランス 牡3栗 56 森 一馬�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 398 ―1：29．71	 96．3�
47 ゲンキチチカラ 牡3青鹿56 佐久間寛志荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 510 ―1：31．08 288．6�
510� ソウルセイバー 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 中竹 和也 米
Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

520 ― 〃 アタマ 7．0
713 トウカイボヌール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 436 ― 〃 ハナ 349．0�
11 タカノコウイン 牡3栗 56 太宰 啓介山口多賀司氏 昆 貢 日高 三輪牧場 530 ―1：31．1クビ 5．0�
714 メイショウコウソク 牡3栗 56 畑端 省吾松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 462 ―1：31．31	 102．4�
23 シセイケナゲ 牝3鹿 54 小牧 太猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 438 ―1：32．04 22．9�
36 マイウェイカイ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太田畑 利彦氏 西橋 豊治 浦河 
川 啓一 446 ― 〃 アタマ 100．1�
59 アンイールディング 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 458 ―1：33．59 115．6�
612 ナムラセンリョウ 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政奈村 信重氏 目野 哲也 日高 若林 順一 456 ―1：33．6� 127．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，919，400円 複勝： 29，791，400円 枠連： 13，125，300円
馬連： 44，384，100円 馬単： 22，200，200円 ワイド： 29，527，700円
3連複： 56，297，200円 3連単： 70，573，000円 計： 292，818，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 220円 � 410円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，170円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 20，490円

票 数

単勝票数 計 269194 的中 � 103042（1番人気）
複勝票数 計 297914 的中 � 73574（1番人気）� 32936（4番人気）� 14265（7番人気）
枠連票数 計 131253 的中 （6－8） 17146（1番人気）
馬連票数 計 443841 的中 �� 38996（3番人気）
馬単票数 計 222002 的中 �� 14271（2番人気）
ワイド票数 計 295277 的中 �� 20955（3番人気）�� 6263（13番人気）�� 2639（30番人気）
3連複票数 計 562972 的中 ��� 5617（24番人気）
3連単票数 計 705730 的中 ��� 2496（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．4―36．8―49．6―1：02．5―1：14．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロテネシー �
�
父 Run Away and Hide �

�
母父 Pulpit 初出走

2015．3．10生 牡3鹿 母 Font 母母 Quies 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 メイショウコウソク号の騎手畑端省吾は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・8番）
※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 エムオーマンボ号・エレッサール号・ジャスパーゲラン号・ミリラニ号・メイショウツヅラ号・メイショウハナゾノ号



01041 1月13日 晴 良 （30京都1）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

36 � アメリカンワールド 牡3栗 56 浜中 俊吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias
Stables, LLC 478＋ 41：50．8 4．6�

713 レーヴドリーブ 牝3栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 21：51．22� 2．5�
11 ア ス ト ル ム 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 470－ 21：51．41	 205．1�

714 ウスベニノキミ 牝3鹿 54 武 豊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 438－ 21：51．5
 4．2�
35 アドベントサンデー 牡3鹿 56 国分 恭介 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：51．92� 26．2	
510 シンハラージャ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 クビ 5．1

611 ジ ャ ン ケ ル 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政中辻 明氏 杉山 晴紀 新ひだか 畠山牧場 462± 01：52．0
 311．2�
23 ザファーストバイオ 牡3栗 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 462－ 4 〃 ハナ 123．1�
24 ターフェルムジーク 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 412－ 61：52．21 15．5
12 ハルキスター 牡3栗 56 �島 良太若草クラブ 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋10 〃 ハナ 115．4�
815 ア イ ガ ー 牡3黒鹿56 福永 祐一寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 日の出牧場 470± 01：52．41	 20．5�
59 アンナベルガイト 牡3鹿 56 菱田 裕二 �シルクレーシング 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム B500－ 4 〃 クビ 134．9�
612 ダノンアポロン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 44．7�
47 ブルベアミョウガ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 森田 直行 平取 船越 伸也 514－ 21：52．71
 537．2�
816 エクスパートラン 牡3青鹿56 小牧 太�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 450＋ 61：53．01
 293．4�
48 セイウンデルレイ 牡3鹿 56 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 494＋161：53．42� 233．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，550，800円 複勝： 50，016，300円 枠連： 16，630，200円
馬連： 67，002，600円 馬単： 31，230，300円 ワイド： 43，611，900円
3連複： 86，621，500円 3連単： 110，705，100円 計： 444，368，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 130円 � 3，370円 枠 連（3－7） 430円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 340円 �� 10，430円 �� 9，510円

3 連 複 ��� 42，880円 3 連 単 ��� 150，580円

票 数

単勝票数 計 385508 的中 � 65746（3番人気）
複勝票数 計 500163 的中 � 89391（2番人気）� 135239（1番人気）� 2215（13番人気）
枠連票数 計 166302 的中 （3－7） 29929（1番人気）
馬連票数 計 670026 的中 �� 72974（2番人気）
馬単票数 計 312303 的中 �� 14264（7番人気）
ワイド票数 計 436119 的中 �� 38826（3番人気）�� 986（45番人気）�� 1082（43番人気）
3連複票数 計 866215 的中 ��� 1515（72番人気）
3連単票数 計1107051 的中 ��� 533（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．5―50．4―1：03．6―1：16．2―1：28．3―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．6
3 ・（8，11）15（6，13）（4，10）（1，14）（3，5）9，2，12，16，7 4 ・（8，11）（15，13）6（4，10，14）（1，3，5，9）－（2，12）16，7

勝馬の
紹 介

�アメリカンワールド �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Street Cry デビュー 2017．10．21 京都4着

2015．4．3生 牡3栗 母 Limonar 母母 Trylko 3戦1勝 賞金 7，400，000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 ビバラエポボン号

01042 1月13日 晴 良 （30京都1）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

22 インディチャンプ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：37．2 2．9�
89 レッドサクヤ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466＋ 41：37．41� 3．9�
66 キャッチミーアップ 牝3鹿 54 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 432－ 61：37．61� 18．6�
55 サウンドキアラ 牝3鹿 54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 クビ 2．6�
44 クレバーバード 牡3青 56 菱田 裕二 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：37．7� 49．2	
33 ニコルハイウェイ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 468± 01：38．01	 226．2

77 タガノタイト 牡3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 2 〃 ハナ 10．2�
11 ハ ゼ ル 牡3栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 498＋ 81：38．21� 23．7�
810 ナムラバンザイ 牡3鹿 56 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 438＋ 8 〃 ハナ 127．6
78 ヴァルディノート 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：38．3	 18．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，306，100円 複勝： 51，380，000円 枠連： 11，864，200円
馬連： 66，988，200円 馬単： 34，892，300円 ワイド： 39，012，700円
3連複： 83，699，300円 3連単： 149，540，800円 計： 483，683，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 160円 � 310円 枠 連（2－8） 590円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 320円 �� 780円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 463061 的中 � 125517（2番人気）
複勝票数 計 513800 的中 � 105612（2番人気）� 91016（3番人気）� 31765（5番人気）
枠連票数 計 118642 的中 （2－8） 15483（3番人気）
馬連票数 計 669882 的中 �� 84455（3番人気）
馬単票数 計 348923 的中 �� 22996（5番人気）
ワイド票数 計 390127 的中 �� 34583（3番人気）�� 12001（9番人気）�� 14051（8番人気）
3連複票数 計 836993 的中 ��� 27059（9番人気）
3連単票数 計1495408 的中 ��� 13452（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―36．7―49．6―1：02．4―1：14．9―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．8
3 ・（1，4）7（3，5，8）6（10，9）－2 4 ・（1，4）7（3，5，8）6（10，9）2

勝馬の
紹 介

インディチャンプ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．28 阪神1着

2015．2．21生 牡3鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 2戦2勝 賞金 14，200，000円



01043 1月13日 晴 稍重 （30京都1）第4日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：21．7
1：21．5

重
不良

510 モ ン ロ ー 牝4芦 54 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム B448± 01：26．8 9．9�

12 パルトネール 牝4栗 54 岩田 康誠手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 532＋ 81：26．9� 6．6�
11 スマートアムール 牝4栗 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 450＋101：27．11� 5．4�
612 デロングスター 牝4栗 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 ハナ 4．7�
47 ファミーユボヌール 牝4黒鹿54 高倉 稜原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：27．2	 6．3	
59 ヴィクトリアマンボ 牝5青鹿 55

54 ☆荻野 極 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 462＋141：27．3	 60．5

713
 フェリシアルチア 牝4栗 54 浜中 俊浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 494± 0 〃 ハナ 7．8�
714 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 小牧 太菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 496＋121：27．4	 14．2�
48 プリティクイーン 牝5栗 55 �島 良太長谷川光司氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 450± 01：27．61� 12．8
36 グランパルファン 牝5鹿 55 川田 将雅 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 462＋ 61：27．91� 42．5�
23 ピ カ ロ 牝4鹿 54

53 ☆加藤 祥太山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 464＋ 61：28．0	 17．5�
815 サツキユニヴァース 牝4栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 458＋101：28．1	 17．5�
35 
 マーケットレイズン 牝4芦 54 菱田 裕二峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 436－ 41：28．31 226．9�
816
 アイファーショコラ 牝4栗 54 岡田 祥嗣中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 424＋ 11：29．910 381．9�
611 ブンブンブラウ 牝5鹿 55 小林 徹弥三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B454－ 61：30．11 386．0�
24 ハッピーマテリアル 牝4鹿 54

53 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460± 01：30．95 104．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，751，400円 複勝： 43，284，600円 枠連： 20，286，700円
馬連： 68，623，900円 馬単： 28，991，900円 ワイド： 44，938，700円
3連複： 96，425，700円 3連単： 104，873，800円 計： 439，176，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 300円 � 290円 � 190円 枠 連（1－5） 1，730円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，430円 �� 850円

3 連 複 ��� 9，180円 3 連 単 ��� 52，040円

票 数

単勝票数 計 317514 的中 � 25501（6番人気）
複勝票数 計 432846 的中 � 34158（6番人気）� 36014（5番人気）� 69614（2番人気）
枠連票数 計 202867 的中 （1－5） 9052（7番人気）
馬連票数 計 686239 的中 �� 16793（13番人気）
馬単票数 計 289919 的中 �� 3728（22番人気）
ワイド票数 計 449387 的中 �� 10154（12番人気）�� 7933（21番人気）�� 13945（5番人気）
3連複票数 計 964257 的中 ��� 7873（32番人気）
3連単票数 計1048738 的中 ��� 1461（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―36．0―48．8―1：01．6―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ン ロ ー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．3 中京3着

2014．5．1生 牝4芦 母 ニフティハート 母母 ニフティニース 11戦2勝 賞金 15，050，000円
〔発走状況〕 スマートアムール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スマートアムール号は，発走調教再審査。
※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） 3頭 ガールズブランド号・キョウワエステル号・ペリコール号
（非抽選馬） 1頭 マッカナバラ号

01044 1月13日 晴 稍重 （30京都1）第4日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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
1：47．8
1：47．8

重
重

48 スズカフリオーソ 牡4栗 56
55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B486± 01：53．4 3．1�

47 タ イ ユ ー ル 牡6芦 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B504＋ 41：53．5� 6．4�
714 アドラメレク 牡4黒鹿56 浜中 俊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：54．45 4．2�
510 マルヨシャバーリー 牡4栗 56 岡田 祥嗣野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 492＋ 81：54．5	 11．8�
12 クリノキング 
4栗 56 福永 祐一栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B470＋ 21：54．71� 7．4�
612 アースシンフォニー 
6鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 478± 01：55．23 10．1	
11 カフジナイサー 牡5黒鹿 57

56 ☆荻野 極加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B488＋16 〃 クビ 27．2

35 アイファーマグオー 牡6栗 57

54 ▲三津谷隼人中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 520＋ 41：55．62	 443．2�
611 アサカディスタンス 牡4鹿 56 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 468± 0 〃 アタマ 23．5
713 レッドクライム 牡4栗 56 川島 信二 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 21：55．7	 32．7�
815 スナークレッド 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 492－ 61：56．12 184．2�
816� エスシーレオーネ 牡5鹿 57 国分 恭介工藤 圭司氏 浜田多実雄 浦河 櫛桁牧場 512－ 81：56．2� 19．6�
36 � オリエンタルポリス 牡5芦 57 国分 優作下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 484－ 6 〃 クビ 332．1�
24 ワンダーアビルマン 牡5黒鹿57 高倉 稜山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 492－ 21：56．41 33．0�
23 グランノーブル 牡5鹿 57 岩田 康誠三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 506＋ 21：56．5� 50．4�
59 ウイングフリオーソ 牝4鹿 54 小林 徹弥 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 460＋ 41：57．67 182．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，470，500円 複勝： 47，899，900円 枠連： 22，317，800円
馬連： 72，605，500円 馬単： 30，537，800円 ワイド： 45，307，600円
3連複： 94，802，800円 3連単： 107，032，600円 計： 452，974，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 170円 � 150円 枠 連（4－4） 1，100円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 290円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 324705 的中 � 81799（1番人気）
複勝票数 計 478999 的中 � 105039（1番人気）� 64824（3番人気）� 80785（2番人気）
枠連票数 計 223178 的中 （4－4） 15639（4番人気）
馬連票数 計 726055 的中 �� 57372（2番人気）
馬単票数 計 305378 的中 �� 13584（3番人気）
ワイド票数 計 453076 的中 �� 29543（2番人気）�� 42441（1番人気）�� 22264（5番人気）
3連複票数 計 948028 的中 ��� 52018（1番人気）
3連単票数 計1070326 的中 ��� 12693（4番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―13．0―13．1―13．4―13．3―12．8―11．9―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカフリオーソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2016．11．26 京都2着

2014．5．10生 牡4栗 母 フランチェスカ 母母 ローマステーション 12戦2勝 賞金 28，520，000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 メイショウナンプウ号
（非抽選馬） 3頭 クリノプラハ号・プエルタデルソル号・マテラリードル号



01045 1月13日 晴 良 （30京都1）第4日 第9競走 ��1，800�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

55 ブルークランズ 牝4鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：48．6 2．5�
77 タンタグローリア 牝4鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 394＋ 21：49．02� 6．1�
44 イストワールファム 牝4栗 54 浜中 俊 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：49．1� 4．2�
22 スマートルビー 牝5栗 55 川田 将雅大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 434－ 6 〃 クビ 12．0�
66 タガノアスワド 牝4黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 41：49．2� 10．7	
78 プリンセスアスク 牝7青鹿55 菱田 裕二廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 470－ 21：49．3クビ 37．3

33 エールデュレーヴ 牝5黒鹿55 荻野 極 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 01：49．62 6．1�
89 ジ ル ダ 牝6鹿 55 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 436－ 81：49．81� 72．2�
810 メイショウグロッケ 牝4鹿 54 高倉 稜松本 好氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 466± 01：50．01 22．0�
11 トウカイシェーン 牝5栗 55 武 豊内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 464＋101：50．1� 24．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，990，700円 複勝： 60，621，900円 枠連： 15，583，700円
馬連： 96，185，800円 馬単： 44，728，800円 ワイド： 54，309，900円
3連複： 118，487，400円 3連単： 191，998，000円 計： 626，906，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 449907 的中 � 140484（1番人気）
複勝票数 計 606219 的中 � 172822（1番人気）� 89625（3番人気）� 92940（2番人気）
枠連票数 計 155837 的中 （5－7） 17096（2番人気）
馬連票数 計 961858 的中 �� 101274（2番人気）
馬単票数 計 447288 的中 �� 28300（3番人気）
ワイド票数 計 543099 的中 �� 49161（2番人気）�� 56563（1番人気）�� 32725（4番人気）
3連複票数 計1184874 的中 ��� 86660（2番人気）
3連単票数 計1919980 的中 ��� 33893（5番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．1―12．1―12．5―11．9―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．0―49．1―1：01．6―1：13．5―1：25．4―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 8（3，10）（1，2，7）6，5－4，9 4 8（3，10）（1，2，7）6，5，4－9

勝馬の
紹 介

ブルークランズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．1．22 京都2着

2014．1．22生 牝4鹿 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 8戦3勝 賞金 39，580，000円

01046 1月13日 晴 良 （30京都1）第4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，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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

77 エンジェルフェイス 牝5黒鹿55 岡田 祥嗣 �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 512＋121：36．4 73．2�
33 ロ ジ ク ラ イ 牡5黒鹿57 浜中 俊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 クビ 5．2�
11 ヒーズインラブ 牡5鹿 57 武 豊 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 532＋ 81：36．5� 4．5�
66 ミ リ ッ サ 牝4栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426＋ 4 〃 ハナ 1．9�
22 メイショウオワラ 牝4鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 448－101：36．6	 8．6	
88 マイネルメリエンダ 牡7栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 496－ 21：36．7	 12．1

89 レーヌドブリエ 牝6栗 55 国分 恭介 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 440＋ 61：36．8� 15．1�
55 ネオスターダム 牡6黒鹿57 荻野 極一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482－ 61：37．01 42．6�
44 ドラゴンシュバリエ 牡5芦 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 520＋141：37．63	 49．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，409，300円 複勝： 78，604，200円 枠連： 18，759，800円
馬連： 109，446，900円 馬単： 59，729，200円 ワイド： 56，226，300円
3連複： 126，022，800円 3連単： 283，985，200円 計： 789，183，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，320円 複 勝 � 2，230円 � 230円 � 200円 枠 連（3－7） 15，540円

馬 連 �� 21，400円 馬 単 �� 55，990円

ワ イ ド �� 5，070円 �� 3，230円 �� 410円

3 連 複 ��� 19，180円 3 連 単 ��� 243，940円

票 数

単勝票数 計 564093 的中 � 6157（9番人気）
複勝票数 計 786042 的中 � 7012（9番人気）� 96829（3番人気）� 116725（2番人気）
枠連票数 計 187598 的中 （3－7） 935（23番人気）
馬連票数 計1094469 的中 �� 3963（30番人気）
馬単票数 計 597292 的中 �� 800（62番人気）
ワイド票数 計 562263 的中 �� 2665（30番人気）�� 4213（24番人気）�� 40020（3番人気）
3連複票数 計1260228 的中 ��� 4926（41番人気）
3連単票数 計2839852 的中 ��� 844（314番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―13．2―12．4―11．7―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．4―49．6―1：02．0―1：13．7―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジェルフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tejano Run デビュー 2015．12．12 阪神3着

2013．3．5生 牝5黒鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord 10戦3勝 賞金 62，805，000円



01047 1月13日 晴 良 （30京都1）第4日 第11競走 ��
��1，200�

よどたんきょり

淀短距離ステークス
発走15時45分 （芝・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

810 ラインスピリット 牡7黒鹿58 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444－ 21：08．8 8．5�
78 アクティブミノル 牡6黒鹿56 武 豊吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B492＋ 2 〃 クビ 2．6�
11 ベルディーヴァ 牝6栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：09．22	 7．4�
33 グレイトチャーター 牡6鹿 56 川田 将雅�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋14 〃 アタマ 5．8�
67 スマートカルロス 牡6鹿 56 小牧 太大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 484＋ 41：09．3クビ 12．3	
55 ナリタスターワン 牡6鹿 57 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 476＋101：09．61� 10．0

22 ホッコーサラスター 牝7鹿 54 国分 恭介北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 480＋101：09．81� 144．9�
79 ダイシンサンダー 牡7鹿 56 岩田 康誠大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 502＋ 2 〃 クビ 4．5�
66 クラウンアイリス 牝7栗 54 菱田 裕二�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 406－ 41：09．9クビ 51．0
811 オ ウ ノ ミ チ 牡7黒鹿56 太宰 啓介小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 486＋ 61：10．21� 89．7�
44 � レヴァンテライオン 牡4黒鹿55 荻野 極ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

B514＋101：10．84 98．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 89，459，800円 複勝： 96，779，600円 枠連： 46，499，800円
馬連： 253，627，100円 馬単： 104，858，900円 ワイド： 112，115，700円
3連複： 303，388，200円 3連単： 520，129，500円 計： 1，526，858，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 130円 � 200円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 420円 �� 890円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 894598 的中 � 83843（5番人気）
複勝票数 計 967796 的中 � 103340（5番人気）� 235073（1番人気）� 113266（4番人気）
枠連票数 計 464998 的中 （7－8） 57394（2番人気）
馬連票数 計2536271 的中 �� 188495（4番人気）
馬単票数 計1048589 的中 �� 28010（9番人気）
ワイド票数 計1121157 的中 �� 70746（4番人気）�� 29709（16番人気）�� 76057（3番人気）
3連複票数 計3033882 的中 ��� 87676（9番人気）
3連単票数 計5201295 的中 ��� 22848（63番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．3―11．5―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．7―46．2―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 8，10（1，9，11）5－（3，7）－（4，6）－2 4 8，10（1，9，11）（5，3，7）6（4，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインスピリット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．10 小倉2着

2011．3．26生 牡7黒鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 40戦8勝 賞金 204，360，000円
〔制裁〕 ラインスピリット号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

01048 1月13日 晴 稍重 （30京都1）第4日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時20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
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 スマートダンディー 牡4鹿 56 武 豊大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 492＋ 21：24．6 2．7�
47 ヴェンジェンス 牡5栗 57 岩田 康誠宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 488＋ 21：24．7� 5．0�
35 シンゼンスタチュー �5黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504＋ 21：25．01� 14．7�
24 ロードヴォルケーノ 牡7鹿 57 小牧 太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 41：25．95 28．7�
815	 メイショウボンロク 牡7栗 57

56 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 500－ 2 〃 クビ 21．4�
12 ワキノハガクレ 牡6黒鹿 57

56 ☆城戸 義政脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 428＋ 21：26．0� 207．5	
510 ア バ ン サ ル �7栗 57 国分 恭介�ノースヒルズ 中村 均 新冠 石田牧場 512± 0 〃 ハナ 103．7

36 ケルティックソード 牡5栗 57 浜中 俊吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B500＋ 41：26．21
 6．6�
59 レッドオーガー 牡4鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 486± 01：26．62� 13．8�
23 ミッキーグッドネス 牝5鹿 55 福永 祐一野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 418＋ 21：26．7� 4．5
612 タッチシタイ 牡8栗 57

56 ☆加藤 祥太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 496＋ 81：26．8クビ 151．2�
714 アイファーサンディ 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 468＋ 21：26．9� 394．7�
611 ショーウェイ 牝4鹿 54 菱田 裕二吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 484－ 41：27．32 39．6�
48 ノースウッド 牡6鹿 57

56 ☆荻野 極 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 516－ 21：27．62 55．8�

713 タマモユウトウセイ 牡7栗 57 高倉 稜タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B490± 01：27．7� 59．9�
11 ラッフォルツァート 牝6鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 480＋131：27．8� 79．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 77，178，100円 複勝： 100，934，400円 枠連： 42，163，300円
馬連： 170，050，400円 馬単： 71，072，900円 ワイド： 105，372，600円
3連複： 226，647，600円 3連単： 315，172，200円 計： 1，108，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 300円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 320円 �� 680円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 771781 的中 � 224503（1番人気）
複勝票数 計1009344 的中 � 227732（1番人気）� 148765（3番人気）� 67867（5番人気）
枠連票数 計 421633 的中 （4－8） 59217（2番人気）
馬連票数 計1700504 的中 �� 196060（2番人気）
馬単票数 計 710729 的中 �� 46963（2番人気）
ワイド票数 計1053726 的中 �� 92598（2番人気）�� 37877（7番人気）�� 26806（10番人気）
3連複票数 計2266476 的中 ��� 76301（4番人気）
3連単票数 計3151722 的中 ��� 26231（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．4―12．8―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．3―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡4鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 8戦3勝 賞金 34，800，000円



（30京都1）第4日 1月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158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

218，790，000円
2，590，000円
16，340，000円
1，030，000円
23，840，000円
63，895，000円
4，108，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
518，615，600円
647，518，600円
234，241，800円
1，075，134，000円
498，440，100円
614，421，100円
1，363，365，700円
2，107，909，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，059，645，900円

総入場人員 13，089名 （有料入場人員 12，397名）
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