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01049 1月14日 晴 良 （31京都1）第5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

59 タマモアポローン 牡3黒鹿56 北村 友一タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494－ 61：55．7 2．5�
815 シャドウカンパニー 牡3栗 56 川田 将雅飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 472－ 41：56．44 6．0�
12 カーブドシール 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 2 〃 クビ 8．1�
11 ハニーエンパイア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 450－ 21：56．71� 46．6�
611 ミッキーバラード 牝3鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 高橋 康之 日高 白井牧場 488＋ 41：56．91� 15．7�
24 ディスモーメント 牡3黒鹿56 岩田 康誠大塚 亮一氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 500－ 21：57．0� 4．9	
23 イマジンラヴ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 508＋22 〃 アタマ 103．8

714 サーチュイン 牝3芦 54 城戸 義政加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 474＋ 21：57．42� 61．1�
713 ハイオソラール 牡3鹿 56

54 △富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 484－ 61：57．5� 7．7�
35 ポインデクスター 牡3青鹿56 中井 裕二協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 496＋ 81：57．71� 174．6�
510 シンゼンストロング 牡3鹿 56 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 508± 01：57．8クビ 25．3�
816 オノーレペスカ 牝3青 54 古川 吉洋ユーモード 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 402－ 61：58．22� 163．3�
612 ア ル バ ス 牡3栗 56

55 ☆荻野 極サンコウ牧場 高橋 義忠 新ひだか サンコウ牧場 476－ 21：58．41� 83．1�
47 ケイアイマホガニー 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 494－ 42：00．1大差 200．4�
36 コンソラトゥール 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉澤 克己氏 庄野 靖志 新ひだか タイヘイ牧場 498－ 22：01．58 95．6�
48 ニホンピロハービン 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 472－ 42：03．3大差 21．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，977，500円 複勝： 50，465，400円 枠連： 13，913，900円
馬連： 68，694，100円 馬単： 31，495，000円 ワイド： 51，671，100円
3連複： 100，763，200円 3連単： 117，620，400円 計： 466，600，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 190円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 400円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 319775 的中 � 100887（1番人気）
複勝票数 計 504654 的中 � 140810（1番人気）� 72258（2番人気）� 55722（5番人気）
枠連票数 計 139139 的中 （5－8） 17433（1番人気）
馬連票数 計 686941 的中 �� 75913（1番人気）
馬単票数 計 314950 的中 �� 21268（1番人気）
ワイド票数 計 516711 的中 �� 54951（1番人気）�� 32403（3番人気）�� 16535（9番人気）
3連複票数 計1007632 的中 ��� 47078（3番人気）
3連単票数 計1176204 的中 ��� 15968（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．4―13．1―13．2―13．1―13．3―13．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．8―49．9―1：03．1―1：16．2―1：29．5―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアポローン �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．28 阪神3着

2016．4．8生 牡3黒鹿 母 タマモマナムスメ 母母 ヒトリムスメ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンソラトゥール号・ニホンピロハービン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年2月14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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 グランプリワン号・タイキマイスター号・タニノシェクハンド号・テイエムワークオー号・ニホンピロポケット号・

プカナラ号・ブルベアボルド号・メイショウラスカル号

01050 1月14日 晴 良 （31京都1）第5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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

510 ヒデノヴィーナス 牝3栗 54 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 434－ 41：13．9 1．6�
36 コパノジョウオー 牝3栗 54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 484± 01：14．11� 16．2�
713 ハニーウィル 牝3栗 54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 安平 ノーザンファーム 448± 01：14．2� 13．8�
12 クイーンハーツ 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 406－ 81：14．3� 12．6�
714 ミルメルシー 牝3鹿 54 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 480－ 21：14．51� 19．0	
611 シシリエンヌ 牝3青鹿54 吉田 隼人手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 488－ 61：14．92� 51．5

23 ビスタストリカ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋101：15．0� 22．0�
47 キシュウブライト 牝3栗 54 柴山 雄一木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 430－ 4 〃 同着 438．4�
612 ローマノキュウジツ 牝3鹿 54 岩田 康誠鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 484＋ 21：15．1� 5．6
11 リベラルタイプ 牝3青鹿54 �島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 442＋141：15．41� 181．3�
815 ヒマリチャン 牝3栗 54 小崎 綾也北側 雅勝氏 村山 明 新ひだか 三石橋本牧場 478－ 61：15．61� 329．4�
59 グラマラススカイ 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 444－ 2 〃 クビ 95．1�
48 ディアブルノワール 牝3黒鹿54 北村 友一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500－ 81：16．02� 11．7�
24 エイシンポタラ 牝3栗 54 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 460－121：16．1� 79．3�
35 イエローアイ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極大野 富生氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 410＋141：16．63 239．6�
816 ラジュンジェレ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 392－ 21：16．81� 216．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，270，400円 複勝： 92，276，900円 枠連： 15，121，500円
馬連： 63，405，100円 馬単： 37，861，400円 ワイド： 49，737，800円
3連複： 93，134，400円 3連単： 141，735，200円 計： 530，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 330円 � 240円 枠 連（3－5） 1，340円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 560円 �� 400円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 372704 的中 � 183460（1番人気）
複勝票数 計 922769 的中 � 577203（1番人気）� 28728（6番人気）� 43102（5番人気）
枠連票数 計 151215 的中 （3－5） 8745（5番人気）
馬連票数 計 634051 的中 �� 36682（5番人気）
馬単票数 計 378614 的中 �� 15381（7番人気）
ワイド票数 計 497378 的中 �� 23013（5番人気）�� 33781（4番人気）�� 7238（17番人気）
3連複票数 計 931344 的中 ��� 23674（10番人気）
3連単票数 計1417352 的中 ��� 9900（30番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．4―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．9―48．3―1：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（8，10）（2，3，12）－（9，14）11（4，16）（6，13）－5，1－15，7 4 ・（8，10）12（2，3）9，14，11，13（4，16）6－5，1，7，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒデノヴィーナス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．15 阪神2着

2016．5．27生 牝3栗 母 タカラハーバー 母母 タカラサイレンス 2戦1勝 賞金 7，800，000円

第１回 京都競馬 第５日



01051 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 マスターフェンサー 牡3栗 56 浜中 俊吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 486± 01：53．4 1．5�
78 � ワシントンテソーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 482－ 21：53．61� 5．4�

66 スズカカナロア 牡3鹿 56 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：54．34 13．5�
55 メ ス キ ー タ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 510－ 2 〃 アタマ 28．8�
810 ショウナンパンサー 	3鹿 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 496＋ 61：54．72� 23．8�
11 � ゼ ル ク 牡3鹿 56 
島 克駿前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 492± 01：55．01� 18．9	
44 レクスミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 21：55．32 58．1

77 タンクティーエー 牡3鹿 56 和田 竜二ケンレーシング組合 牧 光二 日高 下河辺牧場 B540＋ 61：55．51� 115．6�
22 タガノカルラ 牡3鹿 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋ 41：55．6クビ 20．5�
89 メイショウウズマサ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 504± 01：56．02� 7．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，240，100円 複勝： 133，964，200円 枠連： 13，642，600円
馬連： 65，859，500円 馬単： 48，643，800円 ワイド： 53，816，000円
3連複： 94，664，600円 3連単： 219，036，600円 計： 676，867，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（3－7） 410円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 220円 �� 430円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 4，150円

票 数

単勝票数 計 472401 的中 � 244934（1番人気）
複勝票数 計1339642 的中 � 987342（1番人気）� 85208（2番人気）� 35033（5番人気）
枠連票数 計 136426 的中 （3－7） 25634（2番人気）
馬連票数 計 658595 的中 �� 114247（2番人気）
馬単票数 計 486438 的中 �� 68093（1番人気）
ワイド票数 計 538160 的中 �� 72987（2番人気）�� 30684（4番人気）�� 13719（10番人気）
3連複票数 計 946646 的中 ��� 43726（6番人気）
3連単票数 計2190366 的中 ��� 38261（8番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．8―12．7―12．7―12．6―12．6―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．4―50．1―1：02．8―1：15．4―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスターフェンサー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．2．21生 牡3栗 母 セクシーザムライ 母母 Powder 4戦2勝 賞金 15，750，000円
※出走取消馬 シハーブ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※シハーブ号・タンクティーエー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01052 1月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （31京都1）第5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

68 リリーシューター 牡6鹿 60 森 一馬土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 512＋ 63：18．4 1．7�
812 メイショウタンヅツ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 474＋ 43：18．61 5．6�
44 ヒロシゲセブン 牡4鹿 59 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 514＋ 6 〃 ハナ 32．1�
710� ホシルミエール �6鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 484＋183：18．81� 6．4�
11 ユキノエルドール 牡5栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 23：19．12 14．1�
67 ダンツペンダント 牝6黒鹿58 平沢 健治山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 532＋203：19．2	 16．3	
56 ワンスインアライフ 牡6鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 482± 03：19．51
 8．7

33 � カシマホープスター 牡6黒鹿60 小坂 忠士鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 510＋ 63：20．77 97．3�
79 ゴ ー ド ン �5黒鹿60 田村 太雅 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 504＋183：21．65 77．8
55 � アムロタイプ 牡6鹿 60 難波 剛健萩 英男氏 五十嵐忠男 日高 中川 哲也 470－ 93：21．91
 42．0�
811 シ ベ リ ウ ス 牡6栗 60 五十嵐雄祐浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472＋123：26．2大差 69．2�
22 アイファーマグオー 牡7栗 60 植野 貴也中島 稔氏 田所 秀孝 新ひだか 野表 篤夫 524＋16 （競走中止） 124．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，867，100円 複勝： 40，463，000円 枠連： 12，707，900円
馬連： 46，554，000円 馬単： 29，536，200円 ワイド： 34，708，800円
3連複： 76，051，200円 3連単： 127，619，200円 計： 395，507，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 340円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 210円 �� 770円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 8，910円

票 数

単勝票数 計 278671 的中 � 127475（1番人気）
複勝票数 計 404630 的中 � 195066（1番人気）� 50005（2番人気）� 14695（7番人気）
枠連票数 計 127079 的中 （6－8） 25283（1番人気）
馬連票数 計 465540 的中 �� 80050（1番人気）
馬単票数 計 295362 的中 �� 34699（2番人気）
ワイド票数 計 347088 的中 �� 52231（1番人気）�� 10366（8番人気）�� 3823（21番人気）
3連複票数 計 760512 的中 ��� 15091（12番人気）
3連単票数 計1276192 的中 ��� 10382（27番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リリーシューター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．12．12 阪神10着

2013．1．23生 牡6鹿 母 リオニアンレディー 母母 Moon Flower 障害：4戦1勝 賞金 15，200，000円
〔競走中止〕 アイファーマグオー号は，1周目4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



01053 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第5競走 ��
��2，200�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
2：10．0
2：09．9

良
良

611 ハ ー シ ェ ル 牡3黒鹿56 北村 友一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B458± 02：16．6 5．8�

713 ゴットフルール 牝3鹿 54 四位 洋文後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 ハナ 12．0�
11 オールフォース 牡3鹿 56 川田 将雅ニッシンレーシング 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 474± 02：17．02� 3．9�
23 シャイニープレット 牡3鹿 56 池添 謙一小林 昌志氏 松永 幹夫 平取 雅 牧場 488± 0 〃 アタマ 166．0�
58 オンワードセルフ 牡3鹿 56

54 △富田 暁樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 486± 02：17．1クビ 88．8�
22 ウラノメトリア �3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 2．4	
59 ツールドフォース 牡3黒鹿56 岩田 康誠長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 512－142：17．31	 20．7

34 ダ イ ダ ロ ス �3青鹿56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 444－ 6 〃 ハナ 16．0�
610 ネルソンタッチ 牡3芦 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500＋ 62：17．51	 21．3
35 ザプリオレス 牡3鹿 56 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 502＋ 22：17．92� 12．5�
47 ニシノコントラバス 牡3青鹿56 松若 風馬西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 筒井 征文 478± 02：18．43 62．6�
712 ゴルトグランツ 牡3栗 56 小崎 綾也�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 474－ 82：18．5クビ 362．9�
815 クレスコセレーナ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム 460－ 22：21．7大差 63．0�
46 レッドガニアン 牡3鹿 56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 462± 02：22．87 27．7�
814 リブインスタイル 牝3栗 54 柴山 雄一平田 修氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 498－ 6 （競走中止） 173．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，833，900円 複勝： 57，653，600円 枠連： 18，355，400円
馬連： 80，187，900円 馬単： 33，882，600円 ワイド： 58，959，400円
3連複： 113，452，200円 3連単： 133，624，200円 計： 538，949，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 240円 � 170円 枠 連（6－7） 2，240円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 920円 �� 490円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 23，310円

票 数

単勝票数 計 428339 的中 � 58344（3番人気）
複勝票数 計 576536 的中 � 87572（3番人気）� 54272（4番人気）� 96622（2番人気）
枠連票数 計 183554 的中 （6－7） 6346（9番人気）
馬連票数 計 801879 的中 �� 21539（10番人気）
馬単票数 計 338826 的中 �� 5284（17番人気）
ワイド票数 計 589594 的中 �� 15943（11番人気）�� 32232（3番人気）�� 16438（8番人気）
3連複票数 計1134522 的中 ��� 17919（13番人気）
3連単票数 計1336242 的中 ��� 4156（65番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．9―12．8―13．2―12．8―12．7―12．7―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．1―35．0―47．9―1：00．7―1：13．9―1：26．7―1：39．4―1：52．1―2：04．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ー シ ェ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．9．1 札幌4着

2016．5．3生 牡3黒鹿 母 シルヴァンソング 母母 Forest Heiress 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 リブインスタイル号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレスコセレーナ号・レッドガニアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月

14日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アッフェルマーレ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エイシンゴエモン号
（非抽選馬） 2頭 オトメザミッキー号・ディード号

01054 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第6競走 ��
��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

34 ゲ バ ラ 牡3鹿 56 柴山 雄一ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 480 ―1：36．6 10．1�
814 ベストチャーム 牝3鹿 54 川田 将雅中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 412 ―1：36．81 2．7�
47 トップオブメジャー 牡3栗 56 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 490 ―1：37．54 2．8�
610 ペイシャスムーズ 牝3鹿 54 川島 信二北所 直人氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 458 ―1：37．6クビ 224．1�
23 レガーロブロッサム 牝3鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム橋口 慎介 千歳 社台ファーム 416 ―1：37．81� 6．8�
11 メイショウパティオ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 446 ― 〃 クビ 60．4	
35 タマモケトル 牝3栗 54 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 426 ―1：37．9� 73．1

611 ト ー ト �3鹿 56 小崎 綾也髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 田中スタッド B452 ―1：38．11	 173．7�
22 スコルピウス 牡3黒鹿56 酒井 学�KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 504 ―1：38．2� 141．2�
46 クリノイナヅマオー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 賀張三浦牧場 476 ― 〃 クビ 63．7
712 メイショウワカタケ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 462 ― 〃 クビ 17．8�
713 アストライア 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 410 ―1：38．51
 6．8�
58 トウケイココノエ 牝3芦 54 �島 克駿木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 518 ―1：38．71	 167．0�
59 ジャーネジャーネ 牝3鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 浦河 栄進牧場 490 ―1：39．65 111．8�
815 ゴ ー ス ト 牡3芦 56 秋山真一郎西村 健氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 518 ―1：43．7大差 70．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，463，100円 複勝： 44，585，200円 枠連： 18，718，100円
馬連： 68，511，100円 馬単： 35，993，500円 ワイド： 45，910，300円
3連複： 83，942，600円 3連単： 123，108，100円 計： 469，232，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 170円 � 120円 � 120円 枠 連（3－8） 850円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 484631 的中 � 38311（5番人気）
複勝票数 計 445852 的中 � 50727（4番人気）� 105713（1番人気）� 100859（2番人気）
枠連票数 計 187181 的中 （3－8） 16967（4番人気）
馬連票数 計 685111 的中 �� 40663（5番人気）
馬単票数 計 359935 的中 �� 8166（14番人気）
ワイド票数 計 459103 的中 �� 27412（5番人気）�� 21739（6番人気）�� 72262（1番人気）
3連複票数 計 839426 的中 ��� 59973（2番人気）
3連単票数 計1231081 的中 ��� 8411（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．6―47．7―1：00．1―1：12．5―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲ バ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ナリタトップロード 初出走

2016．5．28生 牡3鹿 母 エリモハルカ 母母 エリモメロディー 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。
〔その他〕 ゴースト号は，競走中終始十分に追うことができなかったことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月14日まで平地競走に出

走できない。
※出走取消馬 ブラックエクシード号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 キープザレスト号・サトノエレーナ号・スターオブバラード号・ダルトヴィラ号・テディボーイ号・

マジェストゥーズ号・ルッチョーラ号・ロードルーツ号



01055 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第7競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

510� リュウシンベガス 牡5黒鹿57 岩田 康誠桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498－ 61：12．5 5．6�
59 � ラインジェット 牡5黒鹿57 藤懸 貴志大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442＋ 41：12．6� 17．6�
48 タマモシンプロン 牡4栗 56

53 ▲西村 淳也タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 528＋ 81：12．91� 14．9�
35 センショウユウト 牡4鹿 56 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 490＋101：13．32� 27．1�
714 ナムラムート 牡5栗 57 和田 竜二奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 502＋ 4 〃 ハナ 18．7	
47 � メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 482－ 2 〃 クビ 6．9

36 バルコラベーロ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：13．4� 58．4�
713 マコトキッショウ 牡4芦 56 秋山真一郎�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 476± 01：13．5クビ 124．4
611 レ ン レ ン 牝5栗 55 	島 克駿石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 464± 01：13．71
 130．0�
12 サイモンゼーレ 牡6鹿 57 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 490＋ 81：14．12� 16．6�
816 アユツリオヤジ 牡5栗 57 小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 	川 啓一 484－ 8 〃 クビ 9．5�
11 コンテンポラリー 牡5鹿 57 吉田 隼人廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B462－ 61：14．2クビ 48．1�
24 レ ノ カ ズ マ 牡4鹿 56

55 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 B470＋ 21：14．3� 112．0�
815 メイショウテツワン 牡4鹿 56 川田 将雅松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 516＋10 〃 ハナ 2．5�
612 カクテルドレス 牝4芦 54 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 476＋ 6 〃 クビ 15．5�
23 サトノレーヌ 牝5黒鹿55 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 448＋ 61：14．51
 36．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，418，400円 複勝： 60，409，900円 枠連： 27，786，000円
馬連： 92，193，300円 馬単： 38，639，500円 ワイド： 66，082，700円
3連複： 132，718，300円 3連単： 146，344，300円 計： 614，592，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 450円 � 460円 枠 連（5－5） 4，180円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，730円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 21，400円 3 連 単 ��� 95，750円

票 数

単勝票数 計 504184 的中 � 71567（2番人気）
複勝票数 計 604099 的中 � 83525（2番人気）� 32339（7番人気）� 31810（8番人気）
枠連票数 計 277860 的中 （5－5） 5143（16番人気）
馬連票数 計 921933 的中 �� 17351（12番人気）
馬単票数 計 386395 的中 �� 4394（18番人気）
ワイド票数 計 660827 的中 �� 14866（10番人気）�� 9828（19番人気）�� 5575（35番人気）
3連複票数 計1327183 的中 ��� 4651（73番人気）
3連単票数 計1463443 的中 ��� 1108（304番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．9―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．7―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リュウシンベガス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード

2014．3．20生 牡5黒鹿 母 センターステージ 母母 ランニングヒロイン 6戦1勝 賞金 9，400，000円
初出走 JRA

※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 ダブルスプリット号・ノボリソング号・ベー号・モンサンフィエール号

01056 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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
1：47．8
1：47．8

重
重

23 フリーフリッカー 牡5鹿 57 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋101：52．4 5．0�

12 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 496＋10 〃 ハナ 11．1�
59 サトノグリッター 牡4鹿 56 武 豊 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 488－ 21：52．61� 5．0�
816 メイショウエイコウ 牡5鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 454＋ 21：52．7クビ 10．2�
510 クルスデルスール 牡4黒鹿56 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 518＋ 6 〃 クビ 6．8�
47 スズカスマート 牝5鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 484＋ 41：52．8クビ 98．6	
35 マンハッタンロック 牡5鹿 57 和田 竜二 
サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：52．9� 9．4�
11 スノードルフィン 牡6黒鹿57 松山 弘平ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 21：53．0� 59．2�
24 シュンノカミ 牡5青鹿 57

55 △富田 暁石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 502± 01：53．53 55．1
612 ミスズフリオーソ 牡4栗 56

55 ☆川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 490＋ 61：53．6� 3．9�
714 ナムラアッパレ 牡4鹿 56

53 ▲西村 淳也奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 486± 01：53．7� 62．8�
713 マルカノカガヤキ 牡5黒鹿57 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 508－ 41：53．91� 33．3�
48 イェドプリオル 牡7青鹿57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522± 0 〃 クビ 77．5�
815 ダンツチェック 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 532＋141：54．64 228．9�
611 ドルチェリア 	6鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 538＋ 81：55．23� 29．4�
36 クインズヌーサ 牝5鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 466＋ 61：56．810 47．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，805，000円 複勝： 60，858，600円 枠連： 25，141，400円
馬連： 97，848，600円 馬単： 38，450，300円 ワイド： 66，280，200円
3連複： 135，182，400円 3連単： 159，809，900円 計： 626，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 330円 � 220円 枠 連（1－2） 2，440円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 650円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 38，510円

票 数

単勝票数 計 428050 的中 � 67873（2番人気）
複勝票数 計 608586 的中 � 90866（2番人気）� 42610（7番人気）� 72947（3番人気）
枠連票数 計 251414 的中 （1－2） 7974（11番人気）
馬連票数 計 978486 的中 �� 23326（13番人気）
馬単票数 計 384503 的中 �� 4981（20番人気）
ワイド票数 計 662802 的中 �� 16568（13番人気）�� 27038（4番人気）�� 10812（19番人気）
3連複票数 計1351824 的中 ��� 15545（19番人気）
3連単票数 計1598099 的中 ��� 3008（113番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―13．0―12．4―12．7―12．6―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―36．2―48．6―1：01．3―1：13．9―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

フリーフリッカー �
�
父 トランセンド �

�
母父 カリズマティック デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．1生 牡5鹿 母 イコールパートナー 母母 グレートキャティ 17戦4勝 賞金 49，058，000円
〔制裁〕 マルカノカガヤキ号の騎手森一馬は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）



01057 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第9競走 ��
��1，900�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走14時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，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

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 モズアトラクション 牡5栗 57．5 �島 克駿 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 490± 01：59．3 12．6�
22 エンクエントロス 牡7鹿 54 松山 弘平山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B496－ 8 〃 クビ 32．6�
44 ウインユニファイド 牡7黒鹿55 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 61：59．61� 54．3�
68 タガノヴェローナ 牝5芦 52 藤懸 貴志八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 41：59．7クビ 5．7�
811 サ ノ サ マ ー 牡5栗 55 藤岡 佑介佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 474－ 21：59．91 3．9�
79 サトノプライム 牡5鹿 55 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 82：00．11	 6．7	
55 キーグラウンド 牡5鹿 57 岩田 康誠北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 500＋142：00．2クビ 20．1

11 
 ディープオーパス 牡6芦 53 荻野 極深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B496＋ 2 〃 アタマ 19．2�
67 ワンダーピルエット 牝6鹿 51 川又 賢治山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 502＋102：00．62	 104．3�
710 プロスパラスデイズ 牡4鹿 56 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 22：00．81 2．7
56 コウエイワンマン 牡8黒鹿52 小崎 綾也釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 558＋ 62：01．01	 47．4�
812 タイセイパルサー 牡6黒鹿54 藤岡 康太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 498－ 22：01．42	 21．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，898，300円 複勝： 66，664，100円 枠連： 24，659，000円
馬連： 128，556，600円 馬単： 50，961，800円 ワイド： 73，900，400円
3連複： 178，041，400円 3連単： 239，920，400円 計： 813，602，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 390円 � 670円 � 1，210円 枠 連（2－3） 13，380円

馬 連 �� 16，330円 馬 単 �� 27，690円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 7，430円 �� 9，290円

3 連 複 ��� 126，930円 3 連 単 ��� 682，120円

票 数

単勝票数 計 508983 的中 � 32102（5番人気）
複勝票数 計 666641 的中 � 48409（5番人気）� 25920（8番人気）� 13630（11番人気）
枠連票数 計 246590 的中 （2－3） 1428（24番人気）
馬連票数 計1285566 的中 �� 6098（34番人気）
馬単票数 計 509618 的中 �� 1380（66番人気）
ワイド票数 計 739004 的中 �� 4597（39番人気）�� 2564（50番人気）�� 2045（56番人気）
3連複票数 計1780414 的中 ��� 1052（164番人気）
3連単票数 計2399204 的中 ��� 255（890番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．8―13．5―13．2―12．8―12．6―12．3―12．4―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．4―30．2―43．7―56．9―1：09．7―1：22．3―1：34．6―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
1，5，12，8，4（9，10）2，7，3－11－6・（1，5）12（4，8）10（2，9）11（3，7）6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズアトラクション �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．1．5 京都5着

2014．3．23生 牡5栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 21戦5勝 賞金 72，251，000円
［他本会外：1戦0勝］

01058 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス（Ｌ）
発走15時10分 （芝・右・外）
牝，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
1，200万円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着
馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

710 メイショウケイメイ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 416＋ 21：22．8 14．7�
55 プールヴィル 牝3鹿 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 アタマ 2．5�
812 ノーブルスコア 牝3青鹿54 岩田 康誠二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋161：22．9	 6．9�
22 レッドアネモス 牝3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478± 01：23．22 3．9�
44 ラフェリシテ 牝3鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422－ 61：23．3	 5．3	
67 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 54 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 17．0

79 アズマヘリテージ 牝3栗 54 荻野 極東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 460＋ 41：23．4	 134．2�
11 エイシンゾーン 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 430－ 2 〃 アタマ 41．8�
56 ブラックダンサー 牝3黒鹿54 松若 風馬前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：23．71
 198．5
811 キセキノカガヤキ 牝3黒鹿54 北村 友一ライオンレースホース� 小崎 憲 洞�湖 レイクヴィラファーム 430－ 41：23．8	 22．5�
68 レ ノ ー ア 牝3栗 54 和田 竜二畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 402± 01：23．9	 26．8�
33 ミッドナイトラヴ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム 454± 01：24．0
 40．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 87，943，300円 複勝： 88，497，300円 枠連： 30，058，300円
馬連： 172，295，400円 馬単： 74，805，500円 ワイド： 98，630，900円
3連複： 229，240，100円 3連単： 357，930，500円 計： 1，139，401，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 300円 � 120円 � 190円 枠 連（5－7） 2，020円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，360円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 37，610円

票 数

単勝票数 計 879433 的中 � 47702（5番人気）
複勝票数 計 884973 的中 � 56269（5番人気）� 256919（1番人気）� 105496（4番人気）
枠連票数 計 300583 的中 （5－7） 11529（9番人気）
馬連票数 計1722954 的中 �� 59551（7番人気）
馬単票数 計 748055 的中 �� 8966（20番人気）
ワイド票数 計 986309 的中 �� 38521（6番人気）�� 17433（15番人気）�� 63632（3番人気）
3連複票数 計2292401 的中 ��� 40035（12番人気）
3連単票数 計3579305 的中 ��� 6899（114番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．3―12．1―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．9―47．2―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウケイメイ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 デュランダル デビュー 2018．10．2 阪神1着

2016．3．27生 牝3鹿 母 メイショウアキシノ 母母 アンティックタイル 4戦3勝 賞金 34，494，000円
〔制裁〕 メイショウケイメイ号の騎手古川吉洋は，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：12番）
※ブラックダンサー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目 ３レース目



01059 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第11競走 ��
��1，200�

よどたんきょり

淀短距離ステークス（Ｌ）
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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

710 ナインテイルズ 牡8栗 57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 490＋141：09．1 9．1�
44 ア ン ヴ ァ ル 牝4鹿 54 酒井 学 �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 468＋ 6 〃 アタマ 3．3�
67 ティーハーフ 牡9栗 59 池添 謙一ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋181：09．2	 43．6�
812 エントリーチケット 牝5栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 4 〃 クビ 11．6�
11 ビップライブリー 牡6栗 57 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：09．3クビ 8．4	
56 
 リョーノテソーロ 牡4鹿 55 藤岡 佑介了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC B512＋ 2 〃 ハナ 9．7


22 ダイメイフジ 牡5鹿 57 川田 将雅宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 526＋ 2 〃 クビ 2．9�
55 フミノムーン 牡7栗 57 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 456± 01：09．5� 38．7�
811 ミキノドラマー 牡6鹿 56 川須 栄彦谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 494＋ 6 〃 アタマ 161．3
79 コウエイタケル 牡8鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 502－ 21：09．71� 56．4�
68 グランドボヌール 牡5鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 484＋ 21：09．8	 8．8�
33 オールインワン 牡6鹿 56 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 498－ 41：10．01	 91．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 110，574，600円 複勝： 114，983，600円 枠連： 54，299，000円 馬連： 361，308，500円 馬単： 139，976，500円
ワイド： 166，504，500円 3連複： 511，167，700円 3連単： 818，596，200円 5重勝： 616，018，200円 計： 2，893，428，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 260円 � 160円 � 800円 枠 連（4－7） 1，390円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 540円 �� 4，140円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 19，100円 3 連 単 ��� 95，060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����� 8，800，260円

票 数

単勝票数 計1105746 的中 � 96573（5番人気）
複勝票数 計1149836 的中 � 107392（4番人気）� 252138（2番人気）� 28187（10番人気）
枠連票数 計 542990 的中 （4－7） 30092（5番人気）
馬連票数 計3613085 的中 �� 181624（5番人気）
馬単票数 計1399765 的中 �� 29525（15番人気）
ワイド票数 計1665045 的中 �� 85844（3番人気）�� 9880（35番人気）�� 15533（27番人気）
3連複票数 計5111677 的中 ��� 20072（55番人気）
3連単票数 計8185962 的中 ��� 6243（278番人気）
5重勝票数 計6160182 的中 ����� 49

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナインテイルズ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．7生 牡8栗 母 マイネフォクシー 母母 ゴールデンタッソー 55戦6勝 賞金 151，543，000円
※グランドボヌール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01060 1月14日 晴 良 （31京都1）第5日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

77 レノヴァール 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 520＋102：01．5 2．8�
22 テリトーリアル 牡5栗 57 岩田 康誠ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 42：01．71� 2．7�
33 トレジャートローヴ 牡6芦 57 藤岡 康太吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 452－ 22：02．12	 20．4�
66 トーホウアルテミス 牝4栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 478－ 4 〃 クビ 4．5�
88 スズカフューラー 牡5栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 438＋ 42：02．31� 58．9	
44 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 57 秋山真一郎古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 420－ 2 〃 ハナ 43．9

89 ジョーマイク 
6栗 57 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 486＋182：02．61� 40．5�
11 ドリームソルジャー 牡5栗 57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 472＋ 42：03．02	 7．2�

55 ホットファイヤー 牡6鹿 57 松山 弘平西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 472－ 42：04．17 15．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 94，932，900円 複勝： 73，047，000円 枠連： 32，112，700円
馬連： 168，185，600円 馬単： 84，772，500円 ワイド： 98，015，200円
3連複： 228，746，900円 3連単： 503，760，600円 計： 1，283，573，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 110円 � 270円 枠 連（2－7） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 170円 �� 620円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 949329 的中 � 268069（2番人気）
複勝票数 計 730470 的中 � 155384（2番人気）� 216795（1番人気）� 42581（6番人気）
枠連票数 計 321127 的中 （2－7） 76339（1番人気）
馬連票数 計1681856 的中 �� 418959（1番人気）
馬単票数 計 847725 的中 �� 101956（2番人気）
ワイド票数 計 980152 的中 �� 184458（1番人気）�� 34214（9番人気）�� 41188（7番人気）
3連複票数 計2287469 的中 ��� 123645（3番人気）
3連単票数 計5037606 的中 ��� 74359（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．5―50．0―1：01．9―1：14．0―1：25．7―1：37．4―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レノヴァール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Roy デビュー 2017．9．17 阪神5着

2015．3．18生 牡4鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 9戦3勝 賞金 41，087，000円

５レース目



（31京都1）第5日 1月14日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

245，120，000円
5，130，000円
21，030，000円
1，240，000円
27，030，000円
65，698，500円
4，884，400円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
673，224，600円
883，868，800円
286，515，800円
1，413，599，700円
645，018，600円
864，217，300円
1，977，105，000円
3，089，105，600円
616，018，200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 10，448，673，600円

総入場人員 17，960名 （有料入場人員 17，264名）
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