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04013 1月27日 曇 良 （31京都2）第2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）

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

22 シルバークレイン 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 440＋ 41：14．7 4．8�
813 メイショウフクイク 牝3栗 54

52 △富田 暁松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 476＋ 6 〃 アタマ 25．5�
56 グレースアンバー 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 430＋ 61：14．91� 1．3�
69 イデアノオモイ 牝3鹿 54 中谷 雄太益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 432± 01：15．32� 69．8�
710 ナガラスワロー 牝3栗 54 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ

ングセンター 404－101：15．51� 27．3�
711 ハコダテカーニバル 牝3鹿 54 浜中 俊河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 472＋ 2 〃 クビ 16．8�
57 グラマラススカイ 牝3黒鹿54 三浦 皇成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 442－ 21：15．6� 59．0	
11 トウケイストーム 牝3栗 54 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 456＋101：15．81� 14．6

812 サウンドウイング 牝3栗 54 古川 吉洋増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 424＋161：15．9� 97．8�
44 タマモキャーンズ 牝3青鹿54 北村 友一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 458－ 6 〃 ハナ 88．9
68 シシリエンヌ 牝3青鹿54 池添 謙一手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 488± 01：16．0� 22．8�
45 クリノルナマヤ 牝3鹿 54 高倉 稜栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 新ひだか 秋田育成牧場 444－ 21：16．53 307．8�
33 ヤマニンスピナー 牝3栗 54 国分 恭介土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 404－ 61：17．77 222．7�
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売 得 金
単勝： 22，975，900円 複勝： 96，162，900円 枠連： 10，581，900円
馬連： 43，868，400円 馬単： 31，818，500円 ワイド： 35，138，000円
3連複： 66，310，400円 3連単： 127，671，600円 計： 434，527，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 110円 � 290円 � 110円 枠 連（2－8） 4，890円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 790円 �� 130円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 16，640円

票 数

単勝票数 計 229759 的中 � 37525（2番人気）
複勝票数 計 961629 的中 � 82854（2番人気）� 14321（6番人気）� 749615（1番人気）
枠連票数 計 105819 的中 （2－8） 1676（11番人気）
馬連票数 計 438684 的中 �� 7650（13番人気）
馬単票数 計 318185 的中 �� 2941（22番人気）
ワイド票数 計 351380 的中 �� 8316（13番人気）�� 100825（1番人気）�� 12272（8番人気）
3連複票数 計 663104 的中 ��� 40441（5番人気）
3連単票数 計1276716 的中 ��� 5561（54番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．1―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．3―36．4―48．9―1：01．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバークレイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2018．11．24 京都14着

2016．4．5生 牝3芦 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

04014 1月27日 曇 良 （31京都2）第2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

66 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 492＋ 81：55．7 20．6�

33 メイショウイフウ 牡3黒鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 502－ 81：55．8� 4．2�
44 シンゼンストロング 牡3鹿 56 三浦 皇成原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 510＋ 21：56．54 70．9�
55 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 462－ 61：56．82 130．2�
11 ア イ タ イ 牡3栗 56 松山 弘平平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 512＋ 41：56．9クビ 1．9�
22 サンライズゼノン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 492± 01：57．0� 13．7	
78 キタサンブラウン 牡3栗 56 川田 将雅
大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 528－ 41：57．95 3．7�
810 マイネルロッシュ 牡3栗 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 446－101：58．0� 19．0�
811 イマジンラヴ 牡3鹿 56 荻野 琢真薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 508± 01：58．1クビ 86．4
79 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± 01：58．2� 54．1�
67 スズカジョーダン 牡3鹿 56 高倉 稜永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 日高 Wing Farm 480－ 61：58．73 109．5�
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売 得 金
単勝： 28，196，500円 複勝： 50，395，800円 枠連： 9，084，400円
馬連： 45，816，000円 馬単： 28，286，600円 ワイド： 31，113，800円
3連複： 65，937，300円 3連単： 114，828，100円 計： 373，658，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 660円 � 240円 � 1，800円 枠 連（3－6） 3，900円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 8，660円

ワ イ ド �� 780円 �� 6，090円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 40，300円 3 連 単 ��� 235，830円

票 数

単勝票数 計 281965 的中 � 10942（6番人気）
複勝票数 計 503958 的中 � 18796（6番人気）� 67349（2番人気）� 6366（8番人気）
枠連票数 計 90844 的中 （3－6） 1802（11番人気）
馬連票数 計 458160 的中 �� 10969（11番人気）
馬単票数 計 282866 的中 �� 2448（25番人気）
ワイド票数 計 311138 的中 �� 10843（8番人気）�� 1271（33番人気）�� 3109（19番人気）
3連複票数 計 659373 的中 ��� 1227（60番人気）
3連単票数 計1148281 的中 ��� 353（304番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．7―51．1―1：04．0―1：16．9―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイオソラール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．30 中京6着

2016．3．29生 牡3鹿 母 ブリスクウェザー 母母 ビ ー モ ル 7戦1勝 賞金 5，500，000円

第２回 京都競馬 第２日



04015 1月27日 晴 良 （31京都2）第2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
1：20．3

重
不良

59 オウケンドーン 牡3鹿 56 北村 友一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482＋ 41：26．9 4．0�
814 アイメイドイット 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星 �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 406＋ 21：27．85 13．7�

713 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 490－ 21：28．54 7．9�
35 スコルピウス 牡3黒鹿56 浜中 俊�KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B500－ 41：28．6クビ 18．8�
712� アポロラスベガス 牡3鹿 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

538± 0 〃 アタマ 2．6�
47 オーサムラン 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 438 ― 〃 クビ 102．5	
58 ブルーシューズ 牡3鹿 56 高倉 稜田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 468－ 81：29．23� 240．3

34 ライトパーティクル 牡3鹿 56 川須 栄彦田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 沖田 博志 520 ― 〃 アタマ 52．8�
11 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± 01：29．3クビ 5．5�
23 タガノバレッティ 牝3青鹿54 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 446± 01：29．4� 19．2
46 タイヨウトチキュウ 牡3青鹿 56

54 △富田 暁小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 484＋ 4 〃 アタマ 21．7�
611 メイショウフェイト 牡3黒鹿56 	島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 本巣 敦 462－ 61：29．61
 125．7�
22 ヴィクトワールメイ 牝3黒鹿54 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 斉藤スタッド 434－ 81：30．55 23．0�
815 スズカキッド 牡3栗 56 中谷 雄太永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 450 ―1：31．77 221．5�
610 グローリースター 牝3鹿 54 古川 吉洋髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 浜本牧場 430＋ 61：36．3大差 341．6�
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売 得 金
単勝： 32，926，800円 複勝： 43，065，200円 枠連： 16，788，700円
馬連： 63，027，800円 馬単： 30，371，100円 ワイド： 45，957，800円
3連複： 88，873，600円 3連単： 107，374，100円 計： 428，385，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 300円 � 230円 枠 連（5－8） 3，440円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 740円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 41，760円

票 数

単勝票数 計 329268 的中 � 64772（2番人気）
複勝票数 計 430652 的中 � 72671（2番人気）� 33071（5番人気）� 48368（4番人気）
枠連票数 計 167887 的中 （5－8） 3778（13番人気）
馬連票数 計 630278 的中 �� 12328（12番人気）
馬単票数 計 303711 的中 �� 4858（19番人気）
ワイド票数 計 459578 的中 �� 11431（12番人気）�� 16329（7番人気）�� 10418（13番人気）
3連複票数 計 888736 的中 ��� 9178（23番人気）
3連単票数 計1073741 的中 ��� 1864（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．1―48．8―1：01．4―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウケンドーン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2018．11．3 京都2着

2016．1．28生 牡3鹿 母 シ ー カ ー マ 母母 C B Carm 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカキッド号・グローリースター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月

27日まで平地競走に出走できない。
※オーサムラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04016 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30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

77 キ ン ゲ ン 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500＋ 41：53．9 2．2�

88 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 492－ 4 〃 クビ 31．9�
33 サトノクライム 牡3鹿 56 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 478＋ 61：54．64 4．6�
44 タガノカルラ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋ 21：54．81 51．6�

55 カフジストーム 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480－ 2 〃 クビ 5．4�
22 ビルジキール 牡3黒鹿56 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 472－101：55．01� 91．9	
11 アールジオール 牡3栗 56 松山 弘平前原 敏行氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 514－ 41：55．31	 3．6

66 アナスタシオ 牝3青鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 01：55．83 12．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 35，774，600円 複勝： 35，006，600円 枠連： 発売なし
馬連： 56，517，900円 馬単： 35，238，300円 ワイド： 37，211，600円
3連複： 63，210，600円 3連単： 143，077，400円 計： 406，037，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 390円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 820円 �� 230円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 17，090円

票 数

単勝票数 計 357746 的中 � 124458（1番人気）
複勝票数 計 350066 的中 � 124285（1番人気）� 12924（6番人気）� 58230（3番人気）
馬連票数 計 565179 的中 �� 16091（10番人気）
馬単票数 計 352383 的中 �� 6582（16番人気）
ワイド票数 計 372116 的中 �� 10626（11番人気）�� 50139（2番人気）�� 5425（15番人気）
3連複票数 計 632106 的中 ��� 12505（14番人気）
3連単票数 計1430774 的中 ��� 6068（64番人気）

ハロンタイム 12．1―11．9―12．7―13．0―13．0―12．7―12．6―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―24．0―36．7―49．7―1：02．7―1：15．4―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

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

2
4
6，8，2，5－7，1，4，3・（6，8）5（2，7）（1，4）3

勝馬の
紹 介

キ ン ゲ ン �

父 ゴールドアリュール �


母父 Machiavellian デビュー 2018．9．29 阪神1着

2016．3．14生 牡3鹿 母 ジャパニーズウィスパー 母母 Sawara 4戦2勝 賞金 20，098，000円



04017 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時20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

66 ニューポート 牡3黒鹿 56
55 ☆坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448－ 22：15．5 6．0�

77 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 530± 0 〃 ハナ 7．9�
88 ギ ル マ 牡3鹿 56 川田 将雅杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 498＋ 22：15．71 3．3�
33 ジェットモーション 牡3黒鹿56 福永 祐一�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B520± 0 〃 クビ 19．9�
22 ダンスディライト 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 508－102：16．01� 2．0	
55 アルテヴェルト 牡3栗 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B468＋142：16．21� 8．3

44 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 398－ 42：18．9大差 188．3�
11 モ ン グ ラ ン 牡3黒鹿56 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 522＋182：19．43 199．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 32，467，200円 複勝： 37，020，200円 枠連： 発売なし
馬連： 57，184，400円 馬単： 32，056，900円 ワイド： 31，964，900円
3連複： 58，576，300円 3連単： 140，711，300円 計： 389，981，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 220円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 420円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 324672 的中 � 42621（3番人気）
複勝票数 計 370202 的中 � 52341（3番人気）� 35012（5番人気）� 94534（2番人気）
馬連票数 計 571844 的中 �� 29143（8番人気）
馬単票数 計 320569 的中 �� 7639（17番人気）
ワイド票数 計 319649 的中 �� 18036（8番人気）�� 33045（3番人気）�� 22488（5番人気）
3連複票数 計 585763 的中 ��� 41564（4番人気）
3連単票数 計1407113 的中 ��� 12704（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―36．0―48．5―1：00．9―1：13．8―1：27．1―1：39．8―1：51．8―2：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．7
1
3
4－7－（3，8）（6，5）2，1
4－（7，5）8，6（3，2）1

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

勝馬の
紹 介

ニューポート 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．22 函館4着

2016．2．13生 牡3黒鹿 母 ハッピーパレード 母母 メインスルー 5戦1勝 賞金 10，150，000円

04018 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．9

良
良

713� ユニコーンライオン 牡3黒鹿56 M．デムーロライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star
Phoenix Jvc 540 ―1：50．1 1．7�

48 ホッコーメヴィウス �3鹿 56 国分 恭介北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 458 ―1：50．2	 79．5�
611 レッドアクトレス 牝3栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 420 ―1：50．41 3．9�
23 エッセンツァ 牝3黒鹿54 柴田 未崎吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 528 ― 〃 クビ 31．1�
510 ラインエミネント 牡3鹿 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 474 ―1：50．82	 22．2�
35 サダムゲンヤ 牡3鹿 56 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 504 ― 〃 クビ 26．8	
816 ロードブレス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 492 ―1：51．54 52．5

59 フェイトフル 牡3鹿 56 荻野 琢真川谷 朋寛氏 羽月 友彦 浦河 南部 功 454 ― 〃 アタマ 75．0�
12 サマーセント 牝3黒鹿54 松山 弘平ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442 ― 〃 ハナ 13．7�
47 アスカナターシャ 牝3青鹿54 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478 ―1：52．13	 38．2
612 プ レ ガ リ ア 牝3栗 54 北村 友一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 442 ―1：52．41
 166．3�
714 メイショウハクト 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 514 ―1：52．5	 97．0�
815 ピエナペリー 牝3鹿 54 田中 健本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 46．1�
36 マーシデスペラード 牡3鹿 56 竹之下智昭佐藤 勝士氏 千田 輝彦 安平 �橋本牧場 508 ― 〃 ハナ 253．0�
24 キタノハピネス 牝3黒鹿54 水口 優也北所 直人氏 吉田 直弘 日高 高山牧場 434 ―1：52．6	 160．6�
11 セルプランタン 牝3芦 54 浜中 俊 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 470 ―1：52．81� 9．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，670，500円 複勝： 42，923，100円 枠連： 17，113，200円
馬連： 57，342，700円 馬単： 33，978，300円 ワイド： 44，276，100円
3連複： 80，289，900円 3連単： 117，175，800円 計： 427，769，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 800円 � 140円 枠 連（4－7） 1，850円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 160円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 27，100円

票 数

単勝票数 計 346705 的中 � 162579（1番人気）
複勝票数 計 429231 的中 � 158929（1番人気）� 6831（13番人気）� 77965（2番人気）
枠連票数 計 171132 的中 （4－7） 7160（5番人気）
馬連票数 計 573427 的中 �� 7867（16番人気）
馬単票数 計 339783 的中 �� 3892（20番人気）
ワイド票数 計 442761 的中 �� 5303（19番人気）�� 96464（1番人気）�� 3771（26番人気）
3連複票数 計 802899 的中 ��� 12470（10番人気）
3連単票数 計1171758 的中 ��� 3134（72番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．0―12．7―12．6―12．6―12．0―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．6―49．3―1：01．9―1：14．5―1：26．5―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．6
3 10（13，14）5（11，3）（1，2，8）（4，9）12（16，6，7）－15 4 ・（10，13）14（5，11）3（1，2，8）－4（16，9）12（6，7，15）

勝馬の
紹 介

�ユニコーンライオン �
�
父 No Nay Never �

�
母父 High Chaparral 初出走

2016．1．29生 牡3黒鹿 母 Muravka 母母 Tabdea 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ロードブレス号の騎手藤懸貴志は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アイラブテーラー号・イグナーツ号・ウェイクール号・グラッブアドリーム号・ジュリアヴィーナス号・

シーリアスラブ号・タイセイフルーヴ号・ノーブルメイア号・ビップセーラ号・ヒルノバーゼル号・レーヴナイト号・
ワイドヴィント号・ワンダーボーイ号



04019 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第7競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

712 メイショウジーク 牡5鹿 57 川田 将雅松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 490＋ 21：12．5 2．0�
58 ノボベイビー 牡4栗 56 国分 恭介�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 476－ 41：12．71� 36．3�
34 ホイールバーニング 牡6栗 57 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 540＋ 41：13．02 15．6�
35 ホープフルスター 牡5栗 57 三浦 皇成前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋121：13．21 9．0�
22 � 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± 01：13．73 5．4	
46 アカツキジョー 牡4栗 56 浜中 俊河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 502－10 〃 クビ 4．9

23 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 486－ 41：13．8� 51．9�
814 マルクデラポム 牝6青鹿55 松山 弘平三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 494＋ 41：14．01 29．9�
815 シャイニングボルト 牡5黒鹿57 中谷 雄太�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 474－ 2 〃 ハナ 339．1
713 プラチナコード 牡7芦 57

56 ☆坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 516＋ 41：14．1クビ 54．5�

611 ノーブルアース 牝4黒鹿54 池添 謙一吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 472－ 41：14．41� 25．7�
610 ヒ ワ ラ ニ 牝6鹿 55 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 490＋ 61：14．61	 192．2�
47 � スキップガール 牝4鹿 54

52 △富田 暁�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 456± 01：14．81 36．8�
59 スズカプリティー 牝8鹿 55 高倉 稜永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 478－10 〃 ハナ 534．6�
11 メイショウキタグニ 牡4黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 478＋ 41：15．11� 40．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，075，800円 複勝： 43，370，600円 枠連： 13，577，600円
馬連： 68，939，300円 馬単： 30，233，900円 ワイド： 44，282，100円
3連複： 95，205，700円 3連単： 116，431，900円 計： 443，116，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 690円 � 360円 枠 連（5－7） 3，590円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 570円 �� 5，660円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 43，940円

票 数

単勝票数 計 310758 的中 � 121998（1番人気）
複勝票数 計 433706 的中 � 115891（1番人気）� 12183（10番人気）� 26216（5番人気）
枠連票数 計 135776 的中 （5－7） 2929（9番人気）
馬連票数 計 689393 的中 �� 12601（13番人気）
馬単票数 計 302339 的中 �� 3972（19番人気）
ワイド票数 計 442821 的中 �� 7073（17番人気）�� 21340（5番人気）�� 1907（46番人気）
3連複票数 計 952057 的中 ��� 5625（40番人気）
3連単票数 計1164319 的中 ��� 1921（131番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．8―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウジーク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．10．8 京都2着

2014．5．3生 牡5鹿 母 メイショウゴウヒメ 母母 メイショウフクヒメ 12戦3勝 賞金 28，700，000円
〔制裁〕 ホイールバーニング号の騎手北村友一は，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：3番・13番）

04020 1月27日 晴 良 （31京都2）第2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）
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

66 � ヒストリーメイカー 牡5黒鹿57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 540－121：54．1 26．8�
811 シンハラージャ 牡4栗 56 浜中 俊 �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 3．1�
67 シップーコウライ 牡7栗 57 福永 祐一	嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 480－ 21：54．73
 2．3�
79 ウインネプチューン 牡4青鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 490－ 81：55．33
 41．1�
11 ダノンインパルス 牡4鹿 56 田中 健�ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：55．72
 8．4	
33 チャーチタウン 牡4鹿 56 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 オリエント牧場 520± 0 〃 クビ 19．2

78 サージュミノル 牡4黒鹿56 三浦 皇成吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 8 〃 ハナ 4．0�
810 サイモンサーマル �4鹿 56 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 2 〃 ハナ 292．2�
44 メイショウテンモン 牡4栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 516＋ 61：56．01� 89．7
22 アースシンフォニー �7鹿 57 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 486± 01：56．1
 55．0�
55 � 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 446＋121：57．59 290．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，016，400円 複勝： 28，063，700円 枠連： 9，887，000円
馬連： 64，085，300円 馬単： 30，776，300円 ワイド： 33，563，200円
3連複： 81，677，800円 3連単： 137，260，700円 計： 413，330，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 360円 � 140円 � 120円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 10，780円

ワ イ ド �� 960円 �� 850円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 34，720円

票 数

単勝票数 計 280164 的中 � 8335（6番人気）
複勝票数 計 280637 的中 � 12520（6番人気）� 57162（3番人気）� 77661（1番人気）
枠連票数 計 98870 的中 （6－8） 20786（1番人気）
馬連票数 計 640853 的中 �� 14997（10番人気）
馬単票数 計 307763 的中 �� 2140（28番人気）
ワイド票数 計 335632 的中 �� 7687（12番人気）�� 8815（10番人気）�� 54134（1番人気）
3連複票数 計 816778 的中 ��� 23979（7番人気）
3連単票数 計1372607 的中 ��� 2866（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．6―50．8―1：04．1―1：16．5―1：28．8―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
4，6（1，3，8）－5，11－2，7－（10，9）・（4，6）8（3，11）1（2，7）（5，10）－9

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

勝馬の
紹 介

�ヒストリーメイカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 バブルガムフェロー

2014．3．7生 牡5黒鹿 母 チヨノドラゴン 母母 ブリリアントノバ 3戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔その他〕 アースシンフォニー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アースシンフォニー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月27日まで出走できない。



04021 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第9競走 ��
��1，200�

わ か な

若 菜 賞
発走14時25分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

79 エイティーンガール 牝3青鹿54 池添 謙一中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 442＋ 41：09．4 3．2�
67 タマモメイトウ 牡3黒鹿56 川田 将雅タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 482－ 21：09．71� 4．6�
33 メイショウオニテ 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 464＋16 〃 クビ 4．6�
44 ファイアーボーラー 牡3黒鹿56 松山 弘平 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 462－ 21：09．91 26．3�
810 セプタリアン 牡3鹿 56 北村 友一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 ハナ 4．0	
22 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 4 〃 クビ 32．0

66 � ショウナンアリアナ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 420＋ 81：10．11	 20．4�
78 タガノコルソ 牡3鹿 56 三浦 皇成八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 61：10．2クビ 9．3�
811 ア シ ャ カ ド 牡3黒鹿56 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 498＋ 21：10．3� 32．6
11 テンモントム 牡3鹿 56 中谷 雄太 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B448－ 61：11．15 324．7�
55 
 ハクサンフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 404－ 41：11．52� 216．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，894，700円 複勝： 51，587，200円 枠連： 16，331，400円
馬連： 99，566，300円 馬単： 40，844，800円 ワイド： 48，940，300円
3連複： 117，938，300円 3連単： 185，313，900円 計： 602，416，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 418947 的中 � 103513（1番人気）
複勝票数 計 515872 的中 � 121624（1番人気）� 88186（2番人気）� 86811（3番人気）
枠連票数 計 163314 的中 （6－7） 25295（2番人気）
馬連票数 計 995663 的中 �� 104117（3番人気）
馬単票数 計 408448 的中 �� 21646（4番人気）
ワイド票数 計 489403 的中 �� 53418（1番人気）�� 47308（2番人気）�� 34970（4番人気）
3連複票数 計1179383 的中 ��� 82891（3番人気）
3連単票数 計1853139 的中 ��� 27582（9番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．7―11．7―11．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 ・（8，5）（3，10）（4，9）（2，6，7）1，11 4 ・（8，5）（3，10）（4，9）（2，7）6（1，11）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エイティーンガール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．23 阪神4着

2016．4．14生 牝3青鹿 母 センターグランタス 母母 センターライジング 5戦2勝 賞金 20，932，000円

04022 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第10競走 ��
��1，800�

あ す か

飛鳥ステークス
発走15時00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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 ボールライトニング 牡6栗 57 松山 弘平 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 532＋121：48．0 13．3�

77 モーヴサファイア 牝5鹿 55 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 510－161：48．21� 2．2�
66 テーオービクトリー 牝5鹿 55 M．デムーロ小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478－ 21：48．52 3．3�
55 ド ゥ ー カ 牡6栗 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 508－ 2 〃 クビ 10．0�
22 スズカルパン 牡10鹿 57 坂井 瑠星永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 480＋ 21：48．6	 49．5�
33 シャルルマーニュ 牡4鹿 56 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 514＋201：48．81� 3．3	
11 オウケンブラック 牡8鹿 57 三浦 皇成福井 明氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム B486± 01：49．22	 52．3
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売 得 金
単勝： 49，722，200円 複勝： 48，594，100円 枠連： 発売なし
馬連： 88，981，500円 馬単： 53，812，900円 ワイド： 43，127，000円
3連複： 88，027，400円 3連単： 263，833，400円 計： 636，098，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 450円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 390円 �� 480円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 497222 的中 � 29705（5番人気）
複勝票数 計 485941 的中 � 32621（5番人気）� 146826（1番人気）
馬連票数 計 889815 的中 �� 45437（6番人気）
馬単票数 計 538129 的中 �� 10454（15番人気）
ワイド票数 計 431270 的中 �� 25533（6番人気）�� 19677（9番人気）�� 75904（1番人気）
3連複票数 計 880274 的中 ��� 63680（4番人気）
3連単票数 計2638334 的中 ��� 15544（41番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．0―12．2―12．1―12．0―12．0―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―36．9―49．1―1：01．2―1：13．2―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボールライトニング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dehere デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．4．21生 牡6栗 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden 20戦3勝 賞金 90，534，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



04023 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第11競走 ��
��1，200�第24回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，30．1．27以降31．1．20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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ダノンスマッシュ 牡4鹿 56．5 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 41：08．3 2．0�
48 エスティタート 牝6鹿 53 浜中 俊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 81：08．51� 45．1�
818 ティーハーフ 牡9栗 57 国分 恭介ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 2 〃 クビ 71．6�
816 ア ン ヴ ァ ル 牝4鹿 53 松山 弘平 �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 464－ 4 〃 クビ 10．5�
817 アレスバローズ 牡7黒鹿57．5 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 81：08．71� 37．1	
713 ダイメイプリンセス 牝6黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 502－ 41：08．8� 20．6

59 ペイシャフェリシタ 牝6黒鹿54 三浦 皇成北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 494± 01：08．9� 17．6�
35 ビップライブリー 牡6栗 55 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 472－ 41：09．0	 93．5�
47 
 リョーノテソーロ 牡4鹿 54 坂井 瑠星了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC B512± 01：09．21� 19．8

612� ライトフェアリー 牝7鹿 53 川須 栄彦和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B482＋10 〃 ハナ 323．0�
11 ナインテイルズ 牡8栗 56 福永 祐一岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 488－ 21：09．3� 14．5�
611 サイタスリーレッド 牡6鹿 57 田中 健西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 494± 01：09．51 138．9�
24 キングハート 牡6鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 500－ 6 〃 アタマ 111．7�
36 ラインスピリット 牡8黒鹿56．5 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 450＋ 41：09．6クビ 30．1�
714 セイウンコウセイ 牡6栗 58 池添 謙一西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 B508＋10 〃 アタマ 15．7�
23 フミノムーン 牡7栗 54 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 454－ 2 〃 クビ 79．7�
715 トウショウピスト 牡7鹿 55 古川 吉洋藤田 衛成氏 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488－121：09．7	 347．3�
510 ラブカンプー 牝4黒鹿54 M．デムーロ増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 444＋ 81：10．87 4．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 182，164，700円 複勝： 238，823，600円 枠連： 137，678，000円
馬連： 645，491，200円 馬単： 264，919，500円 ワイド： 356，008，600円
3連複： 1，180，114，200円 3連単： 1，686，450，300円 計： 4，691，650，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 700円 � 890円 枠 連（1－4） 1，410円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，640円 �� 19，490円

3 連 複 ��� 73，350円 3 連 単 ��� 248，250円

票 数

単勝票数 計1821647 的中 � 720738（1番人気）
複勝票数 計2388236 的中 � 728053（1番人気）� 65443（10番人気）� 50497（12番人気）
枠連票数 計1376780 的中 （1－4） 75386（7番人気）
馬連票数 計6454912 的中 �� 110274（15番人気）
馬単票数 計2649195 的中 �� 30035（21番人気）
ワイド票数 計3560086 的中 �� 61576（14番人気）�� 34783（24番人気）�� 4603（104番人気）
3連複票数 計11801142 的中 ��� 12066（179番人気）
3連単票数 計16864503 的中 ��� 4925（621番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．7―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 14－（10，6）15（2，5，12）16（1，7，9，17）13（11，8）（3，18）4 4 14－（10，6）15（2，17）（5，16）（1，12，8）（7，13）9（3，18）（4，11）

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡4鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 11戦5勝 賞金 148，756，000円
〔制裁〕 ラブカンプー号の騎手M．デムーロは，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番・2番）

ダノンスマッシュ号の騎手北村友一は，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：5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カラクレナイ号・コウエイタケル号・コスモドーム号・ストーミーシー号・ユキノアイオロス号

04024 1月27日 晴 良 （31京都2）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：21．7
1：20．3

重
不良

810 ヌーディーカラー 牡4鹿 56 福永 祐一吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 470± 01：25．3 1．7�
11 シルバーポジー 牝6芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－ 8 〃 クビ 5．4�
55 コンクエストシチー �7栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 482＋161：25．61	 14．2�
33 メイショウラビエ 牝4鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 474－ 2 〃 クビ 13．3�
78 ナムラアッパレ 牡4鹿 56 古川 吉洋奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 484－ 21：25．7クビ 40．6	
66 ラブリーイレブン 牝4栗 54

53 ☆坂井 瑠星吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 B438± 01：25．8
 8．0

79 � ソウルセイバー �4黒鹿56 国分 優作�ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

540－ 21：26．22
 56．7�
22 ア バ ン サ ル �8栗 57 松山 弘平今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 508＋ 21：26．51	 94．9�
67 ブルームーン 牡7鹿 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋10 〃 ハナ 47．0
811 イナズママンボ 牝5鹿 55 藤懸 貴志小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B460－ 61：26．6
 21．0�
44 サヤカチャン 牝4鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 460± 01：27．34 8．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 71，316，800円 複勝： 139，679，600円 枠連： 27，227，200円
馬連： 153，565，100円 馬単： 83，344，500円 ワイド： 94，172，800円
3連複： 216，293，800円 3連単： 439，589，700円 計： 1，225，189，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（1－8） 420円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 220円 �� 350円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 3，860円

票 数

単勝票数 計 713168 的中 � 321590（1番人気）
複勝票数 計1396796 的中 � 813793（1番人気）� 139347（2番人気）� 76615（4番人気）
枠連票数 計 272272 的中 （1－8） 49777（1番人気）
馬連票数 計1535651 的中 �� 286546（1番人気）
馬単票数 計 833445 的中 �� 112079（1番人気）
ワイド票数 計 941728 的中 �� 127958（2番人気）�� 67839（3番人気）�� 24501（10番人気）
3連複票数 計2162938 的中 ��� 104491（4番人気）
3連単票数 計4395897 的中 ��� 82407（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．3―36．4―48．6―1：00．6―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヌーディーカラー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．11．19 京都1着

2015．3．19生 牡4鹿 母 アドマイヤエバート 母母 ラスティックベル 10戦3勝 賞金 42，140，000円

４レース目



（31京都2）第2日 1月27日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

241，040，000円
2，460，000円
20，360，000円
1，520，000円
27，410，000円
58，786，000円
4，050，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
591，202，100円
854，692，600円
258，269，400円
1，444，385，900円
695，681，600円
845，756，200円
2，202，455，300円
3，579，718，200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
計 10，472，161，300円

総入場人員 16，065名 （有料入場人員 15，254名）
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