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01037 1月13日 晴 良 （31京都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 1，650，000
1，650，000

円
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

12 ヒミノブルー 牡3青鹿56 岩田 康誠佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 512＋ 61：54．9 5．6�
11 キモンボーイ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 498－ 61：55．43 6．3�
816 メイショウイフウ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 510＋ 2 〃 同着 36．7�
510 トゥプエデス 牡3黒鹿56 松田 大作佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 442± 01：56．25 45．6�
47 グッドヘルスバイオ 牡3芦 56 池添 謙一バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 482＋101：57．15 5．3�
35 スズカスパイカー 牡3栗 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 486－ 21：57．31 152．4	
48 メイショウテッペキ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 516± 01：57．51� 19．1

714 レオビヨンド 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 470＋ 81：57．71 13．1�
612 ブルーノバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 472－ 21：58．02 3．5�
611 ブレーンクロー 牡3栗 56 小崎 綾也藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 81：58．1� 105．2
36 ブルベアカーキ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 沼田 照秋 542－ 21：58．52� 125．3�
59 デスティニープラン 牡3栗 56

54 △富田 暁三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 456＋ 21：59．13� 10．2�
23 オーミサルーテ 牡3鹿 56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 松木 加代 B452＋ 21：59．2� 319．3�
24 シックザール 牡3栗 56 北村 友一前田 幸治氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 486－ 2 〃 ハナ 7．5�
713 ズ ラ リ 牡3栗 56 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 488＋101：59．41� 112．3�
815 チョウヤバイ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 金石牧場 438＋101：59．61� 259．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，853，400円 複勝： 58，027，600円 枠連： 18，653，300円
馬連： 76，898，300円 馬単： 33，113，900円 ワイド： 56，360，300円
3連複： 115，222，900円 3連単： 124，848，200円 計： 516，977，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 �
�

210円
810円 枠 連（1－1）（1－8）

960円
2，020円

馬 連 ��
��

760円
3，480円 馬 単 ��

��
1，430円
6，540円

ワ イ ド ��
��

530円
2，050円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 11，020円 3 連 単 ���
���

22，760円
31，090円

票 数

単勝票数 計 338534 的中 � 48113（3番人気）
複勝票数 計 580276 的中 � 81649（3番人気）� 80341（4番人気）� 14567（9番人気）
枠連票数 計 186533 的中 （1－1） 7629（9番人気）（1－8） 3493（15番人気）
馬連票数 計 768983 的中 �� 40684（4番人気）�� 8197（28番人気）
馬単票数 計 331139 的中 �� 8860（8番人気）�� 1858（54番人気）
ワイド票数 計 563603 的中 �� 29525（4番人気）�� 6803（26番人気）�� 5975（30番人気）
3連複票数 計1152229 的中 ��� 7840（41番人気）
3連単票数 計1248482 的中 ��� 1989（171番人気） ��� 1455（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．1―49．8―1：02．8―1：15．7―1：28．5―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3
16（10，11）（7，14）（9，8）（4，12）3，1，13－5，15，2－6
16（11，14）－（10，4，7）（12，8）（3，1）2，9，13（5，6）15

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヒミノブルー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．10．20 京都4着

2016．5．31生 牡3青鹿 母 ヒミノプリンセス 母母 サイキックガール 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走状況〕 ブルベアカーキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ブルベアカーキ号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モンオール号

01038 1月13日 晴 良 （31京都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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

36 パールデュー 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 488 ―1：55．8 1．9�
35 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 福永 祐一澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―1：56．11� 17．0�
815 スイーツビュッフェ 牝3鹿 54 北村 宏司 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 472 ―1：56．2� 11．4�
47 ハートウォーミング 牝3青鹿54 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ― 〃 クビ 10．9�
23 メイショウアステカ 牝3黒鹿54 武 豊松本 好�氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 478 ―1：56．51� 8．7	
12 ボンドロール 牝3鹿 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 456 ― 〃 クビ 20．2

48 ギャラクシーハニー 牝3栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482 ―1：56．92� 7．8�
612 エイシンコロンビア 牝3黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464 ―1：57．32� 11．8
611 マーブルサニー 牝3芦 54 池添 謙一下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 488 ― 〃 クビ 73．0�
11 スズカシビル 牝3鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 484 ―1：57．51� 34．8�
714 アオイハヤブサ 牝3芦 54 小崎 綾也新谷 正子氏 野中 賢二 新冠 佐藤牧場 460 ―1：57．6� 61．7�
59 リトルフォレスト 牝3鹿 54

52 △富田 暁小林 善一氏 武 英智 千歳 社台ファーム 476 ―1：58．34 73．3�
24 タ イ コ 牝3黒鹿54 F．ミナリクゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520 ― 〃 ハナ 67．0�
（独）

816 ランランタワー 牝3鹿 54 古川 吉洋�髙昭牧場 木原 一良 浦河 高昭牧場 494 ― 〃 クビ 62．8�
510 シ ャ イ ナ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也�野 智博氏 青木 孝文 日高 原田牧場 460 ―1：58．4クビ 260．9�
713 サダムラポール 牝3鹿 54 松若 風馬大西美生子氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 484 ―1：58．5� 46．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，781，300円 複勝： 48，525，500円 枠連： 17，425，600円
馬連： 57，974，300円 馬単： 30，761，500円 ワイド： 45，476，100円
3連複： 82，193，600円 3連単： 98，484，200円 計： 416，622，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 340円 � 260円 枠 連（3－3） 1，670円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 660円 �� 500円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 357813 的中 � 145921（1番人気）
複勝票数 計 485255 的中 � 148795（1番人気）� 26794（7番人気）� 38871（6番人気）
枠連票数 計 174256 的中 （3－3） 8048（6番人気）
馬連票数 計 579743 的中 �� 28759（6番人気）
馬単票数 計 307615 的中 �� 11199（6番人気）
ワイド票数 計 454761 的中 �� 17799（6番人気）�� 24624（4番人気）�� 5715（24番人気）
3連複票数 計 821936 的中 ��� 15814（12番人気）
3連単票数 計 984842 的中 ��� 5298（28番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―14．1―13．1―12．8―12．9―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―38．9―52．0―1：04．8―1：17．7―1：30．4―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
6（8，11）5（14，12）（2，3）（1，13）7（4，10）16，9，15・（6，7）（8，11）5（3，12）2（13，14）（15，16）9，1（4，10）

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

勝馬の
紹 介

パールデュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2016．4．5生 牝3黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※ギャラクシーハニー号・スイーツビュッフェ号・パールデュー号は，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。

第１回 京都競馬 第４日



01039 1月13日 晴 良 （31京都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
1：20．3

重
不良

11 カルロスミノル 牡3栗 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482＋221：26．4 14．0�
23 メイショウナリカク 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 504－ 21：27．25 97．3�
36 � アポロラスベガス 牡3鹿 56 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

538－ 2 〃 ハナ 5．4�
59 レ ゴ リ ス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 村上牧場 494± 01：27．3� 15．0�
611 ハクユウフライヤー 牡3芦 56 小崎 綾也 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 B434－ 61：27．4クビ 280．4�
612 ジャングルランブル 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか 田中 裕之 496＋ 21：27．5� 136．3	
35 アイメイドイット 牝3栗 54 F．ミナリク �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 41：27．6クビ 67．8

（独）

48 � ピ ア シ ッ ク 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米
McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

472－ 61：27．81� 7．5�
510 ロイヤルヴィザージ 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 450＋ 61：28．33 95．1
47 スマートレムリア 牡3黒鹿56 松山 弘平大川 徹氏 石坂 正 日高 株式会社ス

マート 466＋12 〃 ハナ 146．2�
815� ヴィエントフレスコ 牡3鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

484－ 21：28．4� 254．2�
713 オメガレインボー 牡3栗 56 岩田 康誠原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：28．61� 2．9�
12 ス キ ッ プ 牡3黒鹿56 菱田 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 21：28．7� 21．6�
24 セデックカズマ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 480＋ 21：28．91 3．8�
714 ルバクオーリ 牡3青鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454－ 21：29．64 11．0�
816� ラコンコルド 牝3鹿 54 秋山真一郎栗山 学氏 
島 一歩 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 446± 01：29．81� 235．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，042，300円 複勝： 73，971，700円 枠連： 20，132，500円
馬連： 87，078，300円 馬単： 40，543，000円 ワイド： 65，027，400円
3連複： 125，775，500円 3連単： 151，973，400円 計： 609，544，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 420円 � 2，240円 � 280円 枠 連（1－2） 1，670円

馬 連 �� 62，020円 馬 単 �� 94，140円

ワ イ ド �� 13，270円 �� 1，120円 �� 8，370円

3 連 複 ��� 88，820円 3 連 単 ��� 895，770円

票 数

単勝票数 計 450423 的中 � 25724（6番人気）
複勝票数 計 739717 的中 � 46292（6番人気）� 7448（10番人気）� 80378（4番人気）
枠連票数 計 201325 的中 （1－2） 9289（9番人気）
馬連票数 計 870783 的中 �� 1088（60番人気）
馬単票数 計 405430 的中 �� 323（111番人気）
ワイド票数 計 650274 的中 �� 1236（55番人気）�� 15583（13番人気）�� 1967（45番人気）
3連複票数 計1257755 的中 ��� 1062（135番人気）
3連単票数 計1519734 的中 ��� 123（996番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．5―59．9―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルロスミノル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．8．25 札幌3着

2016．6．10生 牡3栗 母 プリンセスカナ 母母 ヒカルトクタイセイ 4戦1勝 賞金 9，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エルマスフエルテ号・タイセイレオーネ号
※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。

01040 1月13日 晴 良 （31京都1）第4日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40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

713� モンペルデュ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和子氏 松永 幹夫 米
Bluewater Sales,
LLC & Three
Diamonds Farm

464－ 21：12．5 1．6�
12 ゴ ル ヴ ァ 牡3黒鹿56 福永 祐一サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 日高 日高大洋牧場 474－ 41：13．13� 12．0�
11 サーストンバーラム 牡3栗 56 内田 博幸齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462＋ 61：13．2� 25．9�
59 � スポーカンテソーロ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星了德寺健二ホール
ディングス� 武井 亮 米 Summer-

hill Farm 522＋ 6 〃 クビ 10．0�
36 ブルベアイリーデ 牡3鹿 56 松若 風馬 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 468＋ 41：13．3クビ 37．7�
24 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿56 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 518＋ 2 〃 クビ 8．5	
714 スマートモリガン 牝3青鹿54 �島 克駿大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 462＋ 21：13．51	 61．7

510 ファイアーボーラー 牡3黒鹿56 北村 友一 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 464＋181：13．81� 26．2�
612 カモンスプリング 牡3鹿 56 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 478＋ 41：13．9� 13．8
815 プリンシアルーチェ 牝3鹿 54 岩田 康誠芳川 貴行氏 安田 隆行 新冠 スカイビーチステーブル 476＋ 61：14．0クビ 15．8�
816 メ デ ィ ク ス 牡3栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 456－ 21：14．1� 46．0�
23 スマートスリロス 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也大川 徹氏 安田 隆行 日高 本間牧場 500＋ 61：14．2クビ 35．3�
47 シ ョ ウ ブ 牡3鹿 56 菱田 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470－ 4 〃 ハナ 58．1�
611
 エスケーアタランタ 牝3黒鹿54 四位 洋文菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 450＋ 41：14．83� 372．8�
48 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿56 小崎 綾也熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 436－ 21：15．01	 235．3�
35 � ポンペイワーム 牡3栗 56 浜中 俊吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift

Farm LLC 494－ 41：16．59 30．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，738，300円 複勝： 114，184，800円 枠連： 21，980，200円
馬連： 96，766，500円 馬単： 57，198，000円 ワイド： 83，368，600円
3連複： 146，987，800円 3連単： 203，871，100円 計： 787，095，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 260円 � 500円 枠 連（1－7） 740円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，270円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 627383 的中 � 295886（1番人気）
複勝票数 計1141848 的中 � 570645（1番人気）� 69585（5番人気）� 29613（8番人気）
枠連票数 計 219802 的中 （1－7） 22732（3番人気）
馬連票数 計 967665 的中 �� 62412（4番人気）
馬単票数 計 571980 的中 �� 30223（4番人気）
ワイド票数 計 833686 的中 �� 40305（5番人気）�� 16633（11番人気）�� 8569（26番人気）
3連複票数 計1469878 的中 ��� 13938（22番人気）
3連単票数 計2038711 的中 ��� 6670（53番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．1―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．3―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モンペルデュ �
�
父 Cairo Prince �

�
母父 Flatter デビュー 2018．11．17 京都1着

2016．4．22生 牝3鹿 母 Spanish Post 母母 Spanish Play 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ゴルヴァ号の騎手福永祐一は，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：9番・15番）
〔その他〕 ポンペイワーム号は，向正面で砂をかぶり前進気勢を欠い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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アシャカド号



01041 1月13日 晴 良 （31京都1）第4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

11 アドマイヤレオ 牡3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 480－ 21：35．5 2．8�
35 ロードゼウス 牡3青鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 41：35．71 3．2�
36 スマートユニバンス 牡3栗 56 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋16 〃 クビ 20．7�
612 ウェーブクリスタル 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 388－ 41：35．91� 37．7�
510 メイショウコミチ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442－ 81：36．11 21．8�
24 クロスペンデュラム 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 464± 01：36．2� 7．8	
713 キタサンブラウン 牡3栗 56 武 豊
大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 532± 01：36．3� 7．9�
714 スキッピングロック 牡3鹿 56 �島 克駿 
サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464± 01：36．4� 14．1�
611 ルーナクオーレ 牝3黒鹿54 福永 祐一落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 410－ 41：36．82� 10．2
47 ミ ラ ー グ ロ 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 浦河 谷口牧場 474＋ 81：37．22� 243．4�

815 オ イ デ 牡3黒鹿56 松山 弘平杉澤 光雄氏 武 英智 日高 大江牧場 436± 01：37．3� 143．9�
12 ロックスピリット 牡3鹿 56 柴田 未崎岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 492＋201：37．4クビ 162．5�
48 ライブリーハピネス 牝3鹿 54 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 432－ 4 〃 クビ 145．8�
59 スペシャルワン 牡3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：37．71� 79．7�
816 トーアコルレオーネ 牡3鹿 56 浜中 俊高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 434－ 41：38．65 190．0�
23 クニサキミッチイ 牝3黒鹿54 酒井 学國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 440＋121：39．66 281．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，576，100円 複勝： 71，435，900円 枠連： 23，066，200円
馬連： 92，910，500円 馬単： 44，639，700円 ワイド： 67，211，400円
3連複： 128，121，100円 3連単： 159，857，700円 計： 635，818，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 320円 枠 連（1－3） 310円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 770円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 485761 的中 � 137478（1番人気）
複勝票数 計 714359 的中 � 183749（1番人気）� 177474（2番人気）� 34139（7番人気）
枠連票数 計 230662 的中 （1－3） 57139（1番人気）
馬連票数 計 929105 的中 �� 202648（1番人気）
馬単票数 計 446397 的中 �� 49730（1番人気）
ワイド票数 計 672114 的中 �� 121890（1番人気）�� 18960（10番人気）�� 17466（11番人気）
3連複票数 計1281211 的中 ��� 58475（4番人気）
3連単票数 計1598577 的中 ��� 19046（8番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．0―12．1―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．6―46．6―58．7―1：10．9―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤレオ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．9．30 中山3着

2016．2．5生 牡3鹿 母 エンジェルフォール 母母 アドマイヤサンデー 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クニサキミッチイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ガデスチョイス号・マルカノーベル号

01042 1月13日 晴 良 （31京都1）第4日 第6競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

23 サトノソロモン 牡3鹿 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 552 ―2：04．4 1．3�
12 トーセンスカイ 牡3黒鹿56 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 502 ―2：04．5� 4．7�
510 レッドジェニアル 牡3黒鹿56 北村 友一 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 498 ― 〃 ハナ 13．7�
611 ジェットモーション 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B520 ―2：05．13� 18．4�
59 クリノグレイト 牡3栗 56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 504 ―2：05．73� 28．7	
816 サンライズゼノン 牡3黒鹿56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 492 ―2：05．8� 168．7

612 デ ア デ ビ ル 牡3鹿 56 川須 栄彦�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 502 ― 〃 クビ 171．3�
713 エバーフレイム 牝3鹿 54 �島 良太宇田 豊氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―2：06．01� 107．3
815 ジェラーニオ 牡3黒鹿56 F．ミナリク �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470 ―2：06．31� 86．9�

（独）

24 マテンロウカフェ 牡3青鹿56 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 新ひだか 畠山牧場 464 ―2：06．51� 61．5�
48 メモリーブラック 牡3黒鹿56 古川 吉洋�シンザンクラブ 池添 学 浦河 谷川牧場 490 ―2：06．6クビ 109．6�
47 ヒュミドール 牡3鹿 56 池添 謙一�サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 490 ―2：07．02� 140．6�
35 テイエムマイスター 牡3栗 56 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 日高テイエム

牧場株式会社 430 ―2：07．53 204．0�
714 マコトネネキリマル 牡3鹿 56 秋山真一郎�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 456 ―2：08．24 137．0�
11 マーストリッチ 牡3栗 56 福永 祐一岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 468 ― 〃 クビ 43．4�
36 ロードアドミラル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 520 ―2：09．79 15．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，541，400円 複勝： 125，671，700円 枠連： 21，110，900円
馬連： 76，559，500円 馬単： 54，907，600円 ワイド： 54，760，100円
3連複： 105，194，000円 3連単： 201，840，400円 計： 697，585，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（1－2） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 150円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 575414 的中 � 328816（1番人気）
複勝票数 計1256717 的中 � 880170（1番人気）� 120508（2番人気）� 51090（3番人気）
枠連票数 計 211109 的中 （1－2） 74364（1番人気）
馬連票数 計 765595 的中 �� 243007（1番人気）
馬単票数 計 549076 的中 �� 138840（1番人気）
ワイド票数 計 547601 的中 �� 123550（1番人気）�� 37460（2番人気）�� 21216（6番人気）
3連複票数 計1051940 的中 ��� 102313（1番人気）
3連単票数 計2018404 的中 ��� 106082（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．0―12．9―12．3―12．4―12．5―12．6―12．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．9―49．8―1：02．1―1：14．5―1：27．0―1：39．6―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サトノソロモン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive City 初出走

2016．1．18生 牡3鹿 母 イルーシヴウェーヴ 母母 Multicolour Wave 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンライズヴュー号・モズベッロ号
※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。



01043 1月13日 晴 良 （31京都1）第4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）

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

36 � ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 458－ 21：53．0 55．8�

714 ナイルデルタ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 488－ 4 〃 クビ 9．4�
47 サザンブリーズ 牡5鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 518＋ 21：53．1� 2．4�
48 アシャカリブラ 牡5黒鹿57 柴山 雄一吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B526＋201：53．84 42．5�
510 ケンシュナウザー 牡5栗 57 太宰 啓介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 480± 01：53．9� 26．8	
23 ブルベアラクーン 牡5栗 57

56 ☆荻野 極 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B548± 01：54．0� 16．9

24 � イ グ レ ッ ト 牝4栗 54

52 △森 裕太朗前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Ltd. B454－ 61：54．1� 46．6�

59 メイショウテンシャ 牡5芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 〃 アタマ 6．1�
815 ラ イ ナ ス 牡4栗 56 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 498＋161：54．2� 17．4
12 メトロポリス 牡5青鹿57 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 538± 01：54．41	 5．2�
11 � ニシノトランザム 牡4鹿 56 武 豊西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

482＋101：54．82� 11．6�
816 マ ン ナ ム 牡4鹿 56 松若 風馬永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 496＋141：55．12 107．6�
713 スマートウェールズ 牡5黒鹿 57

56 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 462－ 41：55．2� 18．1�
612 ミトノブラック 牡4青鹿56 松山 弘平ロイヤルパーク 田所 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 81：55．94 64．1�
35 アスカリアン 牝4黒鹿54 菱田 裕二上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 480± 01：56．75 164．1�
611 アリュールベルン 
4芦 56 秋山真一郎四本 昭弘氏 �島 一歩 平取 北島牧場 488－101：59．5大差 196．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，669，800円 複勝： 71，698，400円 枠連： 25，402，400円
馬連： 98，411，500円 馬単： 40，970，000円 ワイド： 68，187，000円
3連複： 138，810，600円 3連単： 165，226，500円 計： 654，376，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，580円 複 勝 � 790円 � 220円 � 120円 枠 連（3－7） 7，370円

馬 連 �� 19，250円 馬 単 �� 48，540円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 2，010円 �� 400円

3 連 複 ��� 17，090円 3 連 単 ��� 205，820円

票 数

単勝票数 計 456698 的中 � 6539（12番人気）
複勝票数 計 716984 的中 � 15280（11番人気）� 72779（4番人気）� 220984（1番人気）
枠連票数 計 254024 的中 （3－7） 2668（21番人気）
馬連票数 計 984115 的中 �� 3961（51番人気）
馬単票数 計 409700 的中 �� 633（108番人気）
ワイド票数 計 681870 的中 �� 3713（44番人気）�� 8272（25番人気）�� 49267（3番人気）
3連複票数 計1388106 的中 ��� 6089（53番人気）
3連単票数 計1652265 的中 ��� 582（539番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．6―47．6―1：00．2―1：12．9―1：25．9―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．1
1
3
3－12（7，13）（1，8，15）（2，4）（6，9）5，14－（10，16）－11
3＝7（12，13，15）（1，8）9（2，4）－6，5，14（10，16）＝11

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

勝馬の
紹 介

�ア ニ エ ー ゼ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2018．1．21 京都13着

2015．4．25生 牝4鹿 母 We’ll be There 母母 Star Moira 9戦2勝 賞金 15，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリュールベルン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31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 テイエムギフテッド号

01044 1月13日 晴 良 （31京都1）第4日 第8競走 ��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

510 シュバルツボンバー 牡4鹿 56 松田 大作�KTレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 532＋281：35．1 17．6�
714 レッドガラン 牡4鹿 56 �島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 アタマ 6．2�
36 ダノンディーヴァ 牝5黒鹿55 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472＋16 〃 クビ 5．4�
612 トーアライジン 牡6芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 518＋201：35．73� 274．5�
611 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57 四位 洋文中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 460± 0 〃 クビ 47．8�
47 ロードマドリード 牡4鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム B462＋ 41：35．8� 4．0	
12 フ ラ ガ リ ア 牝5黒鹿55 川田 将雅ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 414－ 21：35．9� 14．0

23 アングルティール 牝4黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 2 〃 ハナ 3．7�
816 フェスタマドンナ 牝4鹿 54 川須 栄彦服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 494± 0 〃 クビ 21．0�
11 	
 モズダディー 牡4栗 56 藤岡 佑介北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait 496－ 3 〃 ハナ 8．5
48 メイショウラバンド 牝8鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 458－ 41：36．0クビ 145．6�
24 アサケハーツ 牡5栗 57 菱田 裕二大橋 堯氏 加用 正 日高 田端牧場 472＋ 21：36．42� 171．6�
35 ミ ア グ ア 牝4青鹿54 秋山真一郎五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 448－ 61：36．5� 25．0�
59 
 クリノアパッチ 牡5栗 57 森 一馬栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 434－ 81：37．24 463．7�
713 プライムチョイス 牝4鹿 54

51 ▲西村 淳也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 434＋ 81：37．3クビ 449．3�
815 カフジグローリー 牡5黒鹿 57

56 ☆川又 賢治加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 514－221：37．51� 60．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，611，100円 複勝： 69，867，000円 枠連： 21，439，400円
馬連： 113，261，900円 馬単： 45，714，000円 ワイド： 68，684，500円
3連複： 143，356，900円 3連単： 178，608，500円 計： 691，543，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 530円 � 210円 � 210円 枠 連（5－7） 5，890円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 14，300円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，960円 �� 860円

3 連 複 ��� 12，470円 3 連 単 ��� 88，630円

票 数

単勝票数 計 506111 的中 � 22997（7番人気）
複勝票数 計 698670 的中 � 28294（8番人気）� 92681（4番人気）� 94859（3番人気）
枠連票数 計 214394 的中 （5－7） 2820（20番人気）
馬連票数 計1132619 的中 �� 14801（22番人気）
馬単票数 計 457140 的中 �� 2396（52番人気）
ワイド票数 計 686845 的中 �� 8548（25番人気）�� 8871（24番人気）�� 21271（7番人気）
3連複票数 計1433569 的中 ��� 8618（44番人気）
3連単票数 計1786085 的中 ��� 1461（292番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．1―12．1―11．9―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．6―46．7―58．8―1：10．7―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュバルツボンバー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Acatenango デビュー 2017．6．25 阪神5着

2015．2．21生 牡4鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 5戦2勝 賞金 16，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アスタービーナス号・エスペランサルル号・ゴールドハット号・ステラルージュ号・スラッシュメタル号・

ダイシンカレラ号・ユウチェンジ号



01045 1月13日 晴 良 （31京都1）第4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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

713� ジョーダンキング 牡6黒鹿57 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 504＋ 21：59．3 1．7�
22 コマビショウ 牡4黒鹿56 浜中 俊小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 4 〃 クビ 5．2�
815 カフジキング 牡6鹿 57 富田 暁加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466＋ 21：59．51 16．8�
46 オ ク ラ ホ マ 牡5栗 57 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B504± 01：59．71� 8．5�
35 ジャストコーズ �6青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B514＋ 41：59．8クビ 57．7	
23 キーフラッシュ 牡4栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 492± 02：00．12 34．9

11 サマーサプライズ 牡5鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 488＋ 22：00．2クビ 8．5�
58 � カレンジラソーレ 牡6栗 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 486＋ 22：00．41	 127．7�
611 オメガドラクロワ 牡5青鹿57 M．デムーロ原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 454－102：01．03� 15．3
610 エイシンレーザー 牡4鹿 56 福永 祐一平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 486＋ 82：01．42� 38．7�
59 � トッコディルーチェ �6鹿 57 太宰 啓介加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

B504＋ 82：01．5� 258．9�
34 ダイシンカローリ 牡4栗 56 柴山 雄一大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 508－ 62：01．6クビ 202．9�
47 シゲルコング 牡5鹿 57 荻野 極森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 増本 良孝 506＋ 22：02．55 44．6�
712 ヒラボクテイオー 牡7黒鹿57 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 510－ 22：03．99 82．1�
814 ロイヤルクルーズ 牝6黒鹿55 国分 恭介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 458＋ 2 （競走中止） 217．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，246，200円 複勝： 167，094，900円 枠連： 32，416，400円
馬連： 146，938，400円 馬単： 75，062，600円 ワイド： 94，109，000円
3連複： 206，863，700円 3連単： 324，581，300円 計： 1，110，312，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 230円 枠 連（2－7） 440円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 290円 �� 350円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 4，490円

票 数

単勝票数 計 632462 的中 � 290560（1番人気）
複勝票数 計1670949 的中 � 1053112（1番人気）� 135744（2番人気）� 70470（5番人気）
枠連票数 計 324164 的中 （2－7） 56769（1番人気）
馬連票数 計1469384 的中 �� 204640（1番人気）
馬単票数 計 750626 的中 �� 68017（1番人気）
ワイド票数 計 941090 的中 �� 91227（2番人気）�� 71140（4番人気）�� 27399（9番人気）
3連複票数 計2068637 的中 ��� 84195（5番人気）
3連単票数 計3245813 的中 ��� 52357（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．0―29．5―42．5―55．2―1：08．0―1：20．7―1：33．5―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジョーダンキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．5．26生 牡6黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 9戦3勝 賞金 49，536，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ロイヤルクルーズ号は，競走中に疾病〔両第1指関節開放性脱臼〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 エイシンレーザー号の騎手福永祐一は，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：11番・4番）

01046 1月13日 晴 良 （31京都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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

611 ヴ ェ ネ ト 牡7鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 61：34．5 34．4�

612 ロ ラ イ マ �6鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 460＋ 41：34．6� 6．5�
23 クリノラホール 牝6芦 55 内田 博幸栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 468＋ 41：34．7� 52．2�
48 ライラックカラー 牡4黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 452－ 2 〃 ハナ 5．7�
59 マイネルメリエンダ 牡8栗 57 和田 竜二 �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 B510＋ 81：34．91� 153．8	
47 テーオービクトリー 牝5鹿 55 川田 将雅小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480± 0 〃 ハナ 11．2

713 ティーエスクライ 牝7芦 55 岩崎 翼田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 470＋12 〃 クビ 290．0�
815 バティスティーニ 牡6鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 502＋121：35．0	 29．5�
816 メサルティム 牝4鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：35．1クビ 10．7
35 ドルチャーリオ 牡6栗 57 松山 弘平ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 6 〃 ハナ 60．7�
510 ド ゥ ー カ 牡6栗 57 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 510＋12 〃 クビ 23．7�
36 ミ リ ッ サ 牝5栗 55 武 豊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：35．2クビ 8．4�
24 ハナズレジェンド 牡6栗 57 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 468± 01：35．62� 22．2�
12 アダムバローズ 牡5黒鹿57 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 528＋221：35．7	 55．0�
714 トミケンキルカス 牡7栗 57 F．ミナリク冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B514＋ 21：35．91� 23．6�

（独）

11 サンラモンバレー 牡4鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：36．22 2．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 82，544，300円 複勝： 117，517，900円 枠連： 47，101，300円
馬連： 214，607，200円 馬単： 78，306，700円 ワイド： 131，724，300円
3連複： 317，513，500円 3連単： 365，348，700円 計： 1，354，663，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，440円 複 勝 � 690円 � 190円 � 960円 枠 連（6－6） 10，600円

馬 連 �� 11，520円 馬 単 �� 29，200円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 11，860円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 80，260円 3 連 単 ��� 649，210円

票 数

単勝票数 計 825443 的中 � 19170（11番人気）
複勝票数 計1175179 的中 � 39000（11番人気）� 208581（2番人気）� 27023（12番人気）
枠連票数 計 471013 的中 （6－6） 3443（31番人気）
馬連票数 計2146072 的中 �� 14437（40番人気）
馬単票数 計 783067 的中 �� 2011（91番人気）
ワイド票数 計1317243 的中 �� 13881（27番人気）�� 2822（86番人気）�� 12575（31番人気）
3連複票数 計3175135 的中 ��� 2967（216番人気）
3連単票数 計3653487 的中 ��� 408（1388番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．8―11．8―11．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．2―46．0―57．8―1：09．4―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ネ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2015．2．8 京都1着

2012．3．24生 牡7鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 19戦5勝 賞金 82，805，000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。

１レース目 ３レース目



01047 1月13日 晴 良 （31京都1）第4日 第11競走 ��2，400�第66回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）
発走15時45分 （芝・右・外）

4歳以上，30．1．13以降31．1．6まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
日本経済新聞社賞（1着）

賞 品
本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

12 グローリーヴェイズ 牡4黒鹿55 M．デムーロ �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 454＋ 62：26．2 2．7�
510 ルックトゥワイス 牡6鹿 55 岩田 康誠飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 450＋ 22：26．3� 7．8�
35 シュペルミエール 牡6栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 22：26．4� 7．3�
611 ノーブルマーズ 牡6栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 494＋ 2 〃 クビ 42．5�
23 エーティーサンダー 牡6青鹿51 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 528＋ 22：26．5クビ 131．1�
816 ムイトオブリガード 牡5鹿 56 川田 将雅市川義美ホール

ディングス	 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500＋142：26．6� 5．3

59 ケ ン ト オ ー 牡7黒鹿55 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 470＋ 6 〃 クビ 267．1�
713� ダッシングブレイズ 牡7栗 56 福永 祐一グリーンフィールズ	 斉藤 崇史 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

508＋ 22：27．13 288．6�
612 メイショウテッコン 牡4青鹿56 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 B508＋10 〃 クビ 8．0
36 サ ラ ス 牝4鹿 49 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 530＋ 22：28．16 43．5�
48 ウインテンダネス 牡6栗 56 内田 博幸	ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 512＋ 62：28．52 17．6�
11 マサハヤドリーム 牡7鹿 55 北村 友一中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476＋ 22：28．92� 224．0�
815 ロードヴァンドール 牡6栗 56 横山 典弘 	ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B500－ 62：29．21� 47．9�
714 ア イ ト ー ン 牡4鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480± 02：29．3� 217．4�
24 アフリカンゴールド 牡4栗 52 F．ミナリクゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 4 〃 クビ 7．5�
（独）

47 ガ ン コ 牡6青鹿57 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 510＋ 42：30．25 31．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 336，190，000円 複勝： 422，305，000円 枠連： 186，897，100円 馬連： 1，163，833，100円 馬単： 435，567，300円
ワイド： 593，131，900円 3連複： 1，921，019，100円 3連単： 2，803，628，000円 5重勝： 648，321，200円 計： 8，510，892，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 200円 � 190円 枠 連（1－5） 1，280円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 520円 �� 430円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 10，530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����� 1，243，350円

票 数

単勝票数 計3361900 的中 � 975899（1番人気）
複勝票数 計4223050 的中 � 928440（1番人気）� 481680（4番人気）� 540264（3番人気）
枠連票数 計1868971 的中 （1－5） 112769（5番人気）
馬連票数 計11638331 的中 �� 680067（5番人気）
馬単票数 計4355673 的中 �� 166946（6番人気）
ワイド票数 計5931319 的中 �� 293886（4番人気）�� 365502（2番人気）�� 211408（8番人気）
3連複票数 計19210191 的中 ��� 545456（6番人気）
3連単票数 計28036280 的中 ��� 192978（18番人気）
5重勝票数 計6483212 的中 ����� 365

ハロンタイム 12．6―10．7―10．8―11．8―12．4―12．6―12．9―12．8―11．9―12．2―13．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．3―34．1―45．9―58．3―1：10．9―1：23．8―1：36．6―1：48．5―2：00．7―2：13．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グローリーヴェイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2017．10．1 中山1着

2015．3．2生 牡4黒鹿 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 7戦3勝 賞金 122，810，000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。

01048 1月13日 晴 良 （31京都1）第4日 第12競走 ��1，200�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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

36 ベ ル ク リ ア 牝6芦 55 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 464＋ 41：11．8 20．9�
35 � ジャスパーウィン 牡4栗 56 F．ミナリク加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 508± 01：11．9� 16．9�
（独）

59 エネルムサシ 牡6鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 512－ 61：12．0� 4．6�
23 アグネスエーデル 牡7鹿 57 小崎 綾也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 520＋ 81：12．31� 10．7�
24 	 シャワーブーケ 牝5栗 55 松若 風馬 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 484＋ 2 〃 ハナ 34．7�
816	 サンマルペンダント 牝5栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 436－ 8 〃 ハナ 49．3	
12 オンリーワンスター 牝6鹿 55 岩崎 翼
宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 448－ 4 〃 クビ 28．4�
714 ツウカイウイング 牡4鹿 56 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 462＋ 61：12．5� 40．7�
815 メイショウアリソン 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504＋ 41：12．71� 8．3
48 サンビショップ 
7栗 57 酒井 学
三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 476± 0 〃 クビ 90．4�
47 ジュエアトゥー 
5栗 57

54 ▲三津谷隼人首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 506－ 41：13．01� 6．3�
510 マ ニ ク ー ル 牝4栗 54 北村 友一寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 482－101：13．31� 52．9�
612 グランドポピー 牝7栗 55 古川 吉洋田畑 利彦氏 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 488－ 41：13．61� 78．7�
611	 フェリシアルチア 牝5栗 55 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 508＋ 21：14．66 196．5�
713 ハトマークレディ 牝6鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 416＋ 61：14．91� 143．9�
11 	 セルバンテスカズマ 牡6黒鹿57 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 544＋101：21．7大差 2．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 91，870，500円 複勝： 105，916，800円 枠連： 49，402，900円
馬連： 219，454，500円 馬単： 93，505，900円 ワイド： 140，185，800円
3連複： 322，138，100円 3連単： 446，831，200円 計： 1，469，305，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 370円 � 510円 � 210円 枠 連（3－3） 13，240円

馬 連 �� 15，710円 馬 単 �� 34，680円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 1，250円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 21，110円 3 連 単 ��� 218，290円

票 数

単勝票数 計 918705 的中 � 35080（7番人気）
複勝票数 計1059168 的中 � 71142（6番人気）� 48063（7番人気）� 159900（2番人気）
枠連票数 計 494029 的中 （3－3） 2890（29番人気）
馬連票数 計2194545 的中 �� 10822（43番人気）
馬単票数 計 935059 的中 �� 2022（91番人気）
ワイド票数 計1401858 的中 �� 9592（39番人気）�� 29227（13番人気）�� 26782（14番人気）
3連複票数 計3221381 的中 ��� 11444（67番人気）
3連単票数 計4468312 的中 ��� 1484（607番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ク リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．12．26 阪神3着

2013．2．16生 牝6芦 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 28戦4勝 賞金 59，703，000円
〔調教再審査〕 セルバンテスカズマ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 セルバンテスカズマ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 シゲルゴホウサイ号・ブロンズテーラー号
※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。

５レース目



（31京都1）第4日 1月13日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

286，190，000円
19，960，000円
2，620，000円
34，440，000円
5，500，000円
78，549，500円
5，238，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
953，664，700円
1，446，217，200円
485，028，200円
2，444，694，000円
1，030，290，200円
1，468，226，400円
3，753，196，800円
5，225，099，200円
648，321，200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 17，454，737，900円

総入場人員 23，278名 （有料入場人員 22，300名）
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