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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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01001 1月5日 曇 稍重 （2京都1） 第1日 第1競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時10分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

24 アウトウッズ 牡3鹿 56 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 518－ 61：12．7 1．3�
48 スリーピート 牡3栗 56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 500± 01：13．76 7．4�
611 ディーズローリエ 牝3黒鹿54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 442＋ 61：13．8� 66．0�
47 デ ロ リ ス 牝3青鹿 54

52 △岩田 望来栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 418－ 41：14．22� 23．6�
36 ダンツクォーレ 牡3黒鹿 56

54 △斎藤 新山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 492＋ 41：14．3クビ 28．0�
12 	 アスターホルン 牡3栗 56 幸 英明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Alexander－Groves

Thoroughbreds 492－ 61：14．4� 9．9	
714 ダ ッ チ マ ン 
3青鹿56 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448± 01：14．5� 20．6

815 ウンダモシタン 牝3黒鹿54 古川 吉洋小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：14．6� 77．3�
11 ピノタージュ 牝3鹿 54 池添 謙一椎名 節氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 41：14．81 106．5�
59 ペプチドシンデレラ 牝3鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 432－ 21：14．9� 79．3
510 キセキパレス 牡3鹿 56 城戸 義政小林 量氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 4 〃 ハナ 30．5�
816 グランヴェルソー 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 栄進牧場 442－ 21：15．11 226．4�
713 ワンダースアダーオ 牝3黒鹿54 松山 弘平山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 438－ 8 〃 クビ 32．3�
23 ノーブルブレイド 牝3栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 448± 01：15．41� 62．9�
612 アイファーネイビー 牡3鹿 56 酒井 学中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 458＋141：15．71� 59．7�
35 サンシャインワン 牝3栗 54 和田 竜二MYI馬主組合 村山 明 新ひだか 飯岡牧場 438－ 81：16．87 268．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，415，100円 複勝： 184，310，100円 枠連： 22，981，700円
馬連： 86，931，800円 馬単： 58，653，300円 ワイド： 75，656，200円
3連複： 138，411，000円 3連単： 216，270，400円 計： 829，629，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，120円 枠 連（2－4） 250円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，950円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 20，770円

票 数

単勝票数 計 464151 的中 � 272502（1番人気）
複勝票数 計1843101 的中 � 1457841（1番人気）� 107875（2番人気）� 6874（14番人気）
枠連票数 計 229817 的中 （2－4） 69955（1番人気）
馬連票数 計 869318 的中 �� 202770（1番人気）
馬単票数 計 586533 的中 �� 112559（1番人気）
ワイド票数 計 756562 的中 �� 155500（1番人気）�� 8096（20番人気）�� 3191（42番人気）
3連複票数 計1384110 的中 ��� 12968（24番人気）
3連単票数 計2162704 的中 ��� 7549（57番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―12．3―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．2―48．5―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウトウッズ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．6．15 阪神2着

2017．2．7生 牡3鹿 母 プ リ ー ム ス 母母 レジェンドトレイル 4戦1勝 賞金 11，200，000円
〔制裁〕 スリーピート号の騎手国分優作は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンシャインワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モズタンポポ号
（非抽選馬） 2頭 チャンス号・メイショウタオ号

01002 1月5日 曇 稍重 （2京都1） 第1日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時40分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

36 ロードグリュック 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 464－ 21：55．4 3．5�
611� アンバウンディド 牡3鹿 56 岩田 康誠山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Bill Justice 458＋ 41：55．72 13．9�
47 ルヴァンギラ 牡3青鹿56 和田 竜二辻 高史氏 松田 国英 浦河 有限会社

吉田ファーム 538＋ 21：55．8� 33．3�
11 ロワシャンパーニュ 牡3青鹿56 藤井勘一郎大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 430＋ 8 〃 アタマ 186．6�
12 スマートコマンダー 牡3青鹿56 北村 友一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 474－ 21：56．01	 3．2�
24 エイシンファイター 牡3青鹿56 松山 弘平�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 484－ 61：56．63� 4．7	
23 ゴールデンゴール 牡3鹿 56 吉田 隼人井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 488＋101：56．91
 238．7

48 グランレミー 牡3芦 56

54 △斎藤 新間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 土田農場 494＋ 41：57．43 13．8�
612 ムーンベイビー 牡3鹿 56 池添 謙一福本 純氏 池添 兼雄 新冠 三村 卓也 460＋ 6 〃 アタマ 12．9�
510 デルマラピス 牡3芦 56 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 522＋141：57．71
 276．5
35 � ベッサメモー 牝3鹿 54 武 豊吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

510－12 〃 アタマ 8．6�
59 マイネルアルファー 牡3青鹿56 国分 優作 �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 472－ 61：58．01� 44．2�
714 ア ー ビ タ ー 牡3青鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B454＋ 81：58．31
 168．9�
816 シ ー ル ド 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治齊藤 直信氏 谷 潔 日高 槇本牧場 454± 01：59．15 477．8�
713 エイシンアヴァロン 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 488－ 42：00．9大差 25．2�
815 ハルフェティ 牡3黒鹿56 高倉 稜畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 浦河小林牧場 446＋ 22：01．1
 584．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，724，300円 複勝： 61，001，100円 枠連： 19，527，200円
馬連： 83，265，200円 馬単： 41，765，800円 ワイド： 61，771，000円
3連複： 124，370，000円 3連単： 146，476，200円 計： 577，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 330円 � 710円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，490円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 12，390円 3 連 単 ��� 52，130円

票 数

単勝票数 計 397243 的中 � 88793（2番人気）
複勝票数 計 610011 的中 � 163366（1番人気）� 40452（5番人気）� 16431（9番人気）
枠連票数 計 195272 的中 （3－6） 22384（2番人気）
馬連票数 計 832652 的中 �� 35238（6番人気）
馬単票数 計 417658 的中 �� 9791（9番人気）
ワイド票数 計 617710 的中 �� 24226（5番人気）�� 10551（17番人気）�� 4261（34番人気）
3連複票数 計1243700 的中 ��� 7528（37番人気）
3連単票数 計1464762 的中 ��� 2037（157番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．1―13．2―12．9―12．8―12．9―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．5―50．7―1：03．6―1：16．4―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
2，7（1，4，11，13）9（6，15）（5，3，8，12）－10，14－16・（2，7）11（1，4）（9，13）（6，12）－3，15（5，8）－10，14，16

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

勝馬の
紹 介

ロードグリュック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．7．21 中京11着

2017．4．23生 牡3鹿 母 カ ル デ ィ ア 母母 レディアーティスト 7戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンアヴァロン号・ハルフェティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月

5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キャプテンカーク号・クレアトゥール号・テイエムヨカロー号・ポールトゥウィン号・メイショウセントレ号
（非抽選馬） 1頭 ワンダフルデイズ号

第１回 京都競馬 第１日



01003 1月5日 曇 稍重 （2京都1） 第1日 第3競走 ��1，400�3歳新馬
発走11時10分 （ダート・右）

牝；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
1：20．3

重
不良

713 オレンジペコ 牝3栗 54 武 豊今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 462 ―1：26．4 4．9�
510 レディオタイムズ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 494 ―1：27．35 3．8�
48 セントクリーガー 牝3鹿 54 福永 祐一中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 494 ― 〃 アタマ 4．1�
11 シゲルオトメザ 牝3栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486 ―1：27．51 4．4�
36 アイアンメイデン 牝3鹿 54 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：27．71� 14．7�
12 ピエナハーブ 牝3黒鹿54 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 466 ―1：28．02 18．5�
714 タガノペルマネンテ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ―1：28．42� 22．6	
47 ブライティアルアー 牝3黒鹿54 菱田 裕二小林 昌志氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 448 ―1：28．61� 61．2

35 マ イ ハ ー ト 牝3栗 54 川須 栄彦吉田 千津氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 460 ―1：28．91� 81．7�
815 ハクサンルピナス 牝3鹿 54 �島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 448 ―1：29．0� 64．1�
24 リュクスレジェンド 牝3鹿 54 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 448 ―1：29．1� 16．6
612 タガノカノア 牝3栗 54

52 △斎藤 新八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 428 ―1：29．41� 88．9�
59 スターオブジュート 牝3鹿 54 川島 信二�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 420 ―1：29．72 255．9�
23 ムーンライトアリア 牝3栗 54 荻野 琢真岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 444 ―1：29．91� 99．9�
611 レイワクイーン 牝3鹿 54 城戸 義政シンボリ牧場 荒川 義之 浦河 高岸 順一 468 ― 〃 クビ 45．2�
816 ワンダーチャオサオ 牝3栗 54 小牧 太山本 能成氏 松永 幹夫 浦河 秋場牧場 424 ―1：31．38 228．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，539，100円 複勝： 54，228，100円 枠連： 21，179，800円
馬連： 78，596，400円 馬単： 37，388，800円 ワイド： 57，233，900円
3連複： 114，686，500円 3連単： 127，879，400円 計： 530，732，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（5－7） 1，110円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 520円 �� 430円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，750円

票 数

単勝票数 計 395391 的中 � 63750（4番人気）
複勝票数 計 542281 的中 � 89349（4番人気）� 94790（2番人気）� 99538（1番人気）
枠連票数 計 211798 的中 （5－7） 14737（6番人気）
馬連票数 計 785964 的中 �� 46366（6番人気）
馬単票数 計 373888 的中 �� 9626（12番人気）
ワイド票数 計 572339 的中 �� 26786（6番人気）�� 33679（4番人気）�� 43754（1番人気）
3連複票数 計1146865 的中 ��� 54724（3番人気）
3連単票数 計1278794 的中 ��� 9504（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．4―12．4―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．2―48．6―1：01．0―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．8
3 ・（7，10）13（1，6）8，2（5，16）（11，14）－15，12（3，9）－4 4 ・（7，10）13，1（6，8）－2，14（11，16）5，15，12（3，9）－4

勝馬の
紹 介

オレンジペコ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．3．8生 牝3栗 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アイファーレモン号・アマービレ号・アルバボニート号・サンマルブリランテ号・シンシティ号・

デイジーフラッシュ号・トゥールドマジ号・ニホンピロレイア号・フィールドグリン号・ベルシャヴェール号・
ミモザアカシア号・レッドシンシア号

01004 1月5日 曇 稍重 （2京都1） 第1日 第4競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走11時40分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

56 セヴィルロアー 牡6鹿 57 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 496＋ 71：52．5 7．8�
68 � カーブドシール 牡4鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 31：52．92	 4．0�
67 マテラサンオウ 牡4黒鹿56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 448＋ 61：53．0
 8．2�
710 アシャカリブラ 牡6黒鹿57 武 豊吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B538± 01：53．85 3．0�
11 アイキャンテーラー 牡4栗 56 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 21：54．33 4．3�
33 アルムチャレンジ 牡6黒鹿57 吉田 隼人﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496－ 21：54．4
 12．1�
811 メイショウカクウン 牡5青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 460＋ 21：54．5クビ 153．2	
55 マンノグランプリ 牡4鹿 56 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 514＋ 8 〃 クビ 14．2

79 ビップデヴィット 牡5栗 57 藤井勘一郎鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 484＋101：54．6クビ 33．1�
44 � サワヤカタイド 牡5青鹿57 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 454＋141：55．02	 122．6�
812 ダンツスピリット 牡4黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 490＋121：56．38 323．3
（11頭）

22 � イチザティアラ 牝5黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，868，400円 複勝： 56，405，200円 枠連： 17，889，800円
馬連： 88，217，800円 馬単： 45，912，800円 ワイド： 62，359，200円
3連複： 119，821，700円 3連単： 179，319，200円 計： 614，794，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 210円 � 190円 � 220円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 620円 �� 800円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 21，680円

票 数

単勝票数 差引計 448684（返還計 990） 的中 � 45607（4番人気）
複勝票数 差引計 564052（返還計 1503） 的中 � 68280（4番人気）� 81367（3番人気）� 66066（5番人気）
枠連票数 差引計 178898（返還計 2149） 的中 （5－6） 19912（4番人気）
馬連票数 差引計 882178（返還計 5650） 的中 �� 38339（8番人気）
馬単票数 差引計 459128（返還計 2782） 的中 �� 8540（20番人気）
ワイド票数 差引計 623592（返還計 5347） 的中 �� 26060（9番人気）�� 19758（13番人気）�� 24077（10番人気）
3連複票数 差引計1198217（返還計 18430） 的中 ��� 24183（18番人気）
3連単票数 差引計1793192（返還計 21129） 的中 ��� 5995（96番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．5―12．7―12．8―12．5―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．1―49．8―1：02．6―1：15．1―1：27．5―1：39．9

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

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

勝馬の
紹 介

セヴィルロアー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．11．19 京都12着

2014．5．8生 牡6鹿 母 レ イ テ ッ ド 母母 タックスシェルター 28戦2勝 賞金 31，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 イチザティアラ号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 アイキャンテーラー号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



01005 1月5日 曇 良 （2京都1） 第1日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

35 � エアファンディタ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

454± 01：36．6 7．9�
11 ヒルノエドワード 牡3黒鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 476－ 21：36．81� 9．2�
510 ナリタブレード 牡3黒鹿56 岩田 康誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 506＋161：37．33 46．1�
815 バトーデュシエル 牝3鹿 54 川田 将雅山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468－ 41：37．4クビ 5．3�
59 タイセイメガロス 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 クビ 23．0�
24 ロードベイリーフ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 488＋ 61：37．5クビ 3．6	
713 アドマイヤヴェラ 牡3青鹿 56

54 △岩田 望来近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 21：37．71	 8．2

48 カ ヴ ァ ー ト 牡3鹿 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 41：37．8クビ 32．5�
23 ワイドカント 牡3栗 56 松山 弘平幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 504＋ 2 〃 クビ 4．9�
816 サクセスバローズ 牡3鹿 56 松若 風馬猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 444＋ 21：37．9クビ 150．1
612 ユヌエトワール 牝3黒鹿54 北村 友一 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 410± 01：38．0	 88．0�
47 ピエナファリア 牡3黒鹿56 中井 裕二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 454＋ 21：38．31
 248．7�
611 ラストブラッサム 牡3鹿 56 和田 竜二中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 456＋121：38．4クビ 63．0�
714 スリーコーズクライ 牡3栗 56 武 豊永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 448＋ 4 〃 ハナ 15．1�
36 ジュヌヴィエーブ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 408－ 41：38．82	 42．2�
12 ビ ナ ア テ ナ 牝3青鹿54 石川裕紀人井之口二三雄氏 千田 輝彦 新冠 プログレスファーム 424± 01：43．2大差 451．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，658，700円 複勝： 97，963，400円 枠連： 33，089，900円
馬連： 113，204，900円 馬単： 50，267，500円 ワイド： 97，008，300円
3連複： 178，201，400円 3連単： 186，329，700円 計： 812，723，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 290円 � 310円 � 1，370円 枠 連（1－3） 3，800円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 5，870円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 66，450円 3 連 単 ��� 255，360円

票 数

単勝票数 計 566587 的中 � 56888（4番人気）
複勝票数 計 979634 的中 � 95531（5番人気）� 87413（6番人気）� 16052（11番人気）
枠連票数 計 330899 的中 （1－3） 6741（14番人気）
馬連票数 計1132049 的中 �� 20776（19番人気）
馬単票数 計 502675 的中 �� 4904（34番人気）
ワイド票数 計 970083 的中 �� 18797（18番人気）�� 4201（51番人気）�� 4555（50番人気）
3連複票数 計1782014 的中 ��� 2011（148番人気）
3連単票数 計1863297 的中 ��� 529（634番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―12．2―12．6―12．8―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．6―46．8―59．4―1：12．2―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアファンディタ �
�
父 Hat Trick �

�
母父 Empire Maker デビュー 2019．12．14 阪神4着

2017．2．13生 牡3黒鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビナアテナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エールオンレール号・テイエムミラージュ号・ニシノパッシオ号

01006 1月5日 曇 良 （2京都1） 第1日 第6競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走13時00分 （芝・右・外）
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

35 ルビーカサブランカ 牝3栗 54 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464 ―1：52．4 4．3�

23 ホッコーラプラス 牝3鹿 54 幸 英明北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 418 ―1：52．5� 84．7�
24 アドマイヤベネラ 牡3黒鹿56 福永 祐一近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496 ―1：52．6クビ 1．6�
59 クリアショット 牡3芦 56 松山 弘平今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 490 ― 〃 クビ 46．0�
48 ヤマニンイリス 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 442 ―1：53．02� 132．5�
510 スカイヴァルキリー 牝3鹿 54

52 △岩田 望来杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 468 ― 〃 アタマ 32．6	
815 スマートアリエル 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 460 ―1：53．1� 12．6

11 タイクーンバゴ 牡3青鹿56 吉田 隼人�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 484 ―1：53．2� 78．0�
713 クレドゥボヌール 牡3鹿 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 440 ― 〃 アタマ 89．4
714 カフジリブラ 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 448 ―1：53．41	 227．5�
36 ワークアンドビート 牝3青鹿54 坂井 瑠星小林 祥晃氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 474 ―1：53．5� 15．2�
612 ク レ イ ス 牡3鹿 56 藤岡 佑介�G1レーシング 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ―1：53．6� 7．2�
47 レッドシリウス 牡3青鹿56 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 514 ― 〃 ハナ 232．2�
12 クリノビックスター 牡3鹿 56 高倉 稜栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 464 ―1：53．81 318．7�
611 メイショウバンカン 牡3鹿 56 柴山 雄一松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 442 ―1：54．65 454．6�
816 タガノビーザライト 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510 ― 〃 クビ 146．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，195，600円 複勝： 93，089，800円 枠連： 23，718，000円
馬連： 88，473，800円 馬単： 58，713，300円 ワイド： 71，755，200円
3連複： 129，031，700円 3連単： 216，572，600円 計： 744，550，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 970円 � 110円 枠 連（2－3） 250円

馬 連 �� 18，260円 馬 単 �� 30，490円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 190円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 69，620円

票 数

単勝票数 計 631956 的中 � 116774（2番人気）
複勝票数 計 930898 的中 � 143879（2番人気）� 9732（10番人気）� 452107（1番人気）
枠連票数 計 237180 的中 （2－3） 71082（1番人気）
馬連票数 計 884738 的中 �� 3753（29番人気）
馬単票数 計 587133 的中 �� 1444（50番人気）
ワイド票数 計 717552 的中 �� 5191（28番人気）�� 124194（1番人気）�� 8190（19番人気）
3連複票数 計1290317 的中 ��� 18253（16番人気）
3連単票数 計2165726 的中 ��� 2255（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．0―49．9―1：03．2―1：16．2―1：28．9―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．2
3 ・（9，15）13（3，5，16）6（1，12）10，4，8（2，11）14，7 4 ・（9，15）（13，16）（3，5，6）（1，4，12）10（2，8）（7，11，14）

勝馬の
紹 介

ルビーカサブランカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2017．4．17生 牝3栗 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 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。



01007 1月5日 曇 稍重 （2京都1） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

47 メイショウドウドウ 牡5黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 480－ 41：25．5 18．2�
612 プレイヤーズハイ 牡4黒鹿56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 442＋ 21：25．92� 7．0�
714 ダイヤレイジング 牝4栗 54

53 ☆西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 446＋ 2 〃 クビ 14．0�
611� ウェイクール 牡4鹿 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 B510－ 31：26．11� 123．3�
816 レイトブルーミング 牝4青鹿 54

51 ▲亀田 温心�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 442± 0 〃 ハナ 11．0�
11 � ボ ナ セ ー ラ 牡4鹿 56 菱田 裕二山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B460－ 41：26．63 15．3	
23 � ジャックナイフ 牡6鹿 57 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 474＋14 〃 クビ 20．4

36 ルクスムンディー 牡5鹿 57

55 △岩田 望来前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 522± 01：26．91� 4．2�
713� モンタナドライブ 牡4黒鹿56 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 	川フアーム 448＋ 4 〃 クビ 12．7�
48 � タ ナ ロ ア 牡4鹿 56 松山 弘平名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 424＋ 61：27．21� 55．7
35 トーセンマイスター 牡4青鹿56 田中 健島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋191：27．52 6．2�
24 イチバンヤリ 牡4黒鹿56 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 516＋221：27．81� 50．5�
59 ハ チ ヨ ウ 牡4鹿 56 和田 竜二髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 504＋141：27．9� 55．6�
510� ノーボーダー 牡5栗 57 松若 風馬林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 504＋ 31：28．53� 155．4�
12 ウインアライバル 牡4栗 56 高倉 稜�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 478＋201：28．71 69．3�
815 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝4栗 54

52 △斎藤 新ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B482＋ 61：30．08 4．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，272，600円 複勝： 67，635，600円 枠連： 34，406，200円
馬連： 113，915，800円 馬単： 45，253，400円 ワイド： 82，445，400円
3連複： 171，521，600円 3連単： 175，245，000円 計： 736，695，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 520円 � 240円 � 370円 枠 連（4－6） 5，300円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，480円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 20，010円 3 連 単 ��� 128，590円

票 数

単勝票数 計 462726 的中 � 20291（9番人気）
複勝票数 計 676356 的中 � 30850（8番人気）� 84589（3番人気）� 46425（7番人気）
枠連票数 計 344062 的中 （4－6） 5023（18番人気）
馬連票数 計1139158 的中 �� 18904（20番人気）
馬単票数 計 452534 的中 �� 2986（49番人気）
ワイド票数 計 824454 的中 �� 13978（21番人気）�� 8435（37番人気）�� 14538（20番人気）
3連複票数 計1715216 的中 ��� 6428（78番人気）
3連単票数 計1752450 的中 ��� 988（463番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．6―12．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．7―1：00．6―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．8
3 ・（5，15）（4，6，10）16（1，9）14（2，13）（7，12）11（3，8） 4 ・（5，16）（10，7）（4，15，14）6（1，11，12）（9，13）（2，3）8

勝馬の
紹 介

メイショウドウドウ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2017．8．5 小倉6着

2015．3．5生 牡5黒鹿 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ 15戦2勝 賞金 18，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノヴェッラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月5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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アタミ号・アトミカ号・カルロスミノル号・キングヴァラール号・ショウナンアンビル号

01008 1月5日 曇 稍重 （2京都1） 第1日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：47．6

重
重

36 テイエムチェロキー 牡6鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 498＋ 21：51．8 3．9�
12 シェパードボーイ 牡4黒鹿56 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450＋ 81：51．9� 8．6�
24 ダノンスプレンダー 牡4黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム B514＋ 4 〃 クビ 1．9�
35 タマモサンシーロ 牡4鹿 56

53 ▲亀田 温心タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 514－ 21：52．11
 55．7�
714 ペ ガ サ ス 牡4青鹿56 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 452－ 41：52．2クビ 14．9�
11 マ リ オ 牡5鹿 57 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 508＋ 8 〃 クビ 16．3	
713 ダンサクドゥーロ 牡6芦 57

56 ☆西村 淳也吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 532＋181：52．83� 55．2

48 ペイシャボム 牡6鹿 57 加藤 祥太北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 484＋101：52．9� 77．6�
23 オ ク ラ ホ マ 牡6栗 57 坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 アタマ 115．6�
611 リシュブール 牡5鹿 57

55 △岩田 望来窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：53．0クビ 21．1
815� ウインフォルティス 牡5鹿 57 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 8 〃 ハナ 56．7�
59 カ カ ア コ 牝6栗 55 藤井勘一郎 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋181：53．31� 459．2�
510 ゴールデンライオン 牡4鹿 56 吉田 隼人石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 494＋ 21：53．61� 57．2�
47 フィルストバーン 4黒鹿 56

54 △斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 01：54．13 11．0�
816 リスペクタブル 牡5鹿 57 藤岡 佑介�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B498＋ 61：54．41� 150．3�

（15頭）
612 グーテンターク 牡5鹿 57 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，035，100円 複勝： 83，924，200円 枠連： 23，399，200円
馬連： 124，344，500円 馬単： 57，858，000円 ワイド： 82，409，500円
3連複： 180，826，700円 3連単： 257，552，000円 計： 861，349，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 180円 � 110円 枠 連（1－3） 1，060円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 520円 �� 190円 �� 360円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 差引計 510351（返還計 60） 的中 � 102394（2番人気）
複勝票数 差引計 839242（返還計 82） 的中 � 162214（2番人気）� 72974（4番人気）� 305445（1番人気）
枠連票数 差引計 233992（返還計 2 ） 的中 （1－3） 17056（5番人気）
馬連票数 差引計1243445（返還計 319） 的中 �� 63800（5番人気）
馬単票数 差引計 578580（返還計 151） 的中 �� 16416（9番人気）
ワイド票数 差引計 824095（返還計 170） 的中 �� 34616（7番人気）�� 137357（1番人気）�� 53554（2番人気）
3連複票数 差引計1808267（返還計 665） 的中 ��� 152293（1番人気）
3連単票数 差引計2575520（返還計 1252） 的中 ��� 26309（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．7―12．9―12．8―12．3―12．5―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．2―49．1―1：01．9―1：14．2―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムチェロキー �
�
父 トランセンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．30 小倉4着

2014．5．15生 牡6鹿 母 ヒシエリート 母母 ヒシショウコ 31戦4勝 賞金 86，015，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 グーテンターク号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。
（非当選馬） 5頭 クリノキング号・ツブラナヒトミ号・ハクサンペリー号・ヒロノセンキン号・メイショウイッポン号



01009 1月5日 曇 良 （2京都1） 第1日 第9競走 ��
��2，000�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 レクセランス 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：03．5 5．0�
22 � アメリカンシード 牡3鹿 56 福永 祐一吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 476－ 6 〃 クビ 9．1�
11 ケ ヴ ィ ン 牡3青鹿56 四位 洋文米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 488－ 22：03．82 4．0�
33 ディープハーモニー 牡3黒鹿56 岩崎 翼深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 466＋ 62：04．11� 35．0�
44 ハギノエスペラント 牡3青鹿56 武 豊日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 472± 02：04．31	 9．1�
66 ディープボンド 牡3青鹿56 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 494＋ 42：04．93
 5．1	
55 レッドフラヴィア 牝3栗 54 北村 友一 
東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：06．17 2．7�

（7頭）

売 得 金
単勝： 88，190，600円 複勝： 72，688，200円 枠連： 発売なし
馬連： 139，500，000円 馬単： 75，054，900円 ワイド： 72，004，400円
3連複： 149，680，600円 3連単： 392，153，300円 計： 989，272，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 240円 � 390円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 600円 �� 500円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 19，390円

票 数

単勝票数 計 881906 的中 � 141059（3番人気）
複勝票数 計 726882 的中 � 129308（3番人気）� 66733（6番人気）
馬連票数 計1395000 的中 �� 55061（12番人気）
馬単票数 計 750549 的中 �� 15920（20番人気）
ワイド票数 計 720044 的中 �� 30233（12番人気）�� 37109（8番人気）�� 32984（10番人気）
3連複票数 計1496806 的中 ��� 35264（15番人気）
3連単票数 計3921533 的中 ��� 14660（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．6―50．8―1：03．6―1：16．2―1：28．1―1：39．5―1：51．1

コーナー
通過順位

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

2
4
3，2－5（1，6）4，7・（3，2）－7，5，4（1，6）

勝馬の
紹 介

レクセランス �

父 ディープインパクト �


母父 Champs Elysees デビュー 2019．10．20 京都1着

2017．3．16生 牡3鹿 母 エクセレンスⅡ 母母 Xanadu Bliss 2戦2勝 賞金 17，247，000円

01010 1月5日 曇 稍重 （2京都1） 第1日 第10競走 ��
��1，200�

かどまつ

門松ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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
1：09．0
1：08．7

不良
重

815 ジャスティン 牡4栗 56 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 486＋ 81：10．1 5．4�
23 レッドルゼル 牡4鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 2．4�
47 ロードラズライト �5青鹿57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 21：11．05 15．4�
11 ベ ル ク リ ア 牝7芦 55 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 468＋ 21：11．1	 30．3�
612 メイショウミライ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 492± 0 〃 ハナ 4．3�
12 イッツクール 牡4栗 56 古川 吉洋久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B480＋ 21：11．2
 159．5	
611 ガ ン ジ ー 牡9栗 57 岩田 康誠岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 518＋ 61：11．41� 255．2

36 メイショウコゴミ 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 454＋ 4 〃 クビ 13．9�
816 バーニングペスカ 牡5鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 494＋10 〃 アタマ 19．1�
24 ロードエース 牡5鹿 57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 508＋ 6 〃 ハナ 59．6
59 � フォルツァエフ 牡5鹿 57 荻野 極大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 488± 01：11．5クビ 170．3�
714 クリノサンレオ 牡7栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 470＋ 2 〃 クビ 36．6�
510 ケ プ ラ ー 牡4鹿 56 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 4 〃 アタマ 9．3�
35 タマモコーラス 牝6黒鹿55 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 466＋ 21：11．71 139．1�
713 メイショウアリソン 牡6黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 508＋121：11．8
 51．7�
48 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 57 石川裕紀人一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B468＋181：11．9	 117．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，996，800円 複勝： 105，639，900円 枠連： 42，014，500円
馬連： 233，778，900円 馬単： 93，601，800円 ワイド： 139，827，300円
3連複： 337，754，100円 3連単： 432，114，800円 計： 1，463，728，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 140円 � 370円 枠 連（2－8） 540円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，680円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 21，970円

票 数

単勝票数 計 789968 的中 � 115287（3番人気）
複勝票数 計1056399 的中 � 146402（3番人気）� 249208（1番人気）� 54643（6番人気）
枠連票数 計 420145 的中 （2－8） 59345（2番人気）
馬連票数 計2337789 的中 �� 248684（2番人気）
馬単票数 計 936018 的中 �� 39157（5番人気）
ワイド票数 計1398273 的中 �� 105238（2番人気）�� 19870（20番人気）�� 38166（9番人気）
3連複票数 計3377541 的中 ��� 56678（12番人気）
3連単票数 計4321148 的中 ��� 14257（56番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．4―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．4―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．3．18生 牡4栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 13戦4勝 賞金 65，617，000円
※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。
（非当選馬） 5頭 アスタースウィング号・ヴィルトファン号・サザンヴィグラス号・シャワーブーケ号・ヘルディン号

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 曇 良 （2京都1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�第58回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，31．1．5以降1．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 679，000円 194，000円 97，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

23 サウンドキアラ 牝5鹿 53 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 458＋ 21：34．0 5．5�
36 ダイアトニック 牡5鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 484＋121：34．21� 4．8�
47 ボンセルヴィーソ 牡6栗 54 太宰 啓介名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 478＋ 61：34．41 83．7�
818 ソーグリッタリング 牡6鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 492＋101：34．82� 8．0�
714 ブレステイキング 牡5鹿 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 21．6	
11 エメラルファイト 牡4芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 460＋101：34．9	 42．5

48 ド ー ヴ ァ ー 牡7栗 56 福永 祐一ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 21：35．0	 16．7�
816 エントシャイデン 牡5芦 54 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 2 〃 同着 76．0�
24 オールフォーラヴ 牝5鹿 54 和田 竜二 �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＋ 6 〃 ハナ 31．5
35 メイケイダイハード 牡5鹿 53 柴山 雄一名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 542－ 41：35．1クビ 238．4�
715
� モズダディー 牡5栗 54 酒井 学北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B496＋ 41：35．31� 10．8�
59 
 ストロングタイタン 牡7鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 548＋101：35．4� 36．6�
612 タイムトリップ 牡6黒鹿54 岩田 康誠中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 500－ 41：35．82� 160．2�
12 マルターズアポジー 牡8鹿 56 松若 風馬藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528＋ 21：35．9	 89．0�
510 マイネルフラップ 牡4黒鹿53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：36．0	 225．4�
817 メイショウショウブ 牝4栗 53 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500＋ 8 〃 アタマ 17．3�
713 カ テ ド ラ ル 牡4鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：36．1� 3．1�
611� ハッピーグリン 牡5栗 55 吉田 隼人会田 裕一氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 466＋ 81：36．2クビ 32．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 312，874，900円 複勝： 411，550，800円 枠連： 264，923，700円 馬連： 1，275，689，600円 馬単： 391，619，100円
ワイド： 632，323，100円 3連複： 2，052，101，700円 3連単： 2，619，620，900円 5重勝： 596，912，900円 計： 8，557，616，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 210円 � 1，100円 枠 連（2－3） 1，190円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，160円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 21，910円 3 連 単 ��� 83，460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����� 483，600円

票 数

単勝票数 計3128749 的中 � 454292（3番人気）
複勝票数 計4115508 的中 � 611165（2番人気）� 556569（3番人気）� 74538（13番人気）
枠連票数 計2649237 的中 （2－3） 171946（5番人気）
馬連票数 計12756896 的中 �� 828706（3番人気）
馬単票数 計3916191 的中 �� 123678（5番人気）
ワイド票数 計6323231 的中 �� 336395（2番人気）�� 49319（38番人気）�� 35551（46番人気）
3連複票数 計20521017 的中 ��� 70235（68番人気）
3連単票数 計26196209 的中 ��� 22754（265番人気）
5重勝票数 計5969129 的中 ����� 864

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．2―11．9―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．9―47．1―59．0―1：10．9―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドキアラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．11．5 京都1着

2015．3．31生 牝5鹿 母 サウンドバリアー 母母 スリーピングインシアトル 15戦5勝 賞金 123，533，000円
〔その他〕 ハッピーグリン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハッピーグリン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月5日まで出走できない。
※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 プラチナムバレット号

01012 1月5日 曇 良 （2京都1） 第1日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走16時20分 （1000万円以下） （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

816 ゼ セ ル 牡6鹿 57 福永 祐一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B500＋101：23．2 7．7�
24 ハッシュゴーゴー 牝4鹿 54 北村 友一吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442－ 21：23．3� 2．5�
59 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿57 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 482＋ 41：23．61� 8．7�
11 ハ ト ホ ル 牝5鹿 55 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 460± 0 〃 クビ 22．8�
35 セグレドスペリオル 牡4鹿 56

54 △岩田 望来名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 490± 01：23．7クビ 11．8�
47 ア リ ア 牝5栗 55 武 豊樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 01：23．8� 7．8	
611 ディアボレット 牝5栗 55 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 81：24．01	 48．3

612 オーパキャマラード 牝4黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 490＋ 6 〃 クビ 68．6�
36 オーマイガイ 牡7栗 57 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 488＋ 81：24．21	 56．6
815 ピースマインド 牡7鹿 57

55 △斎藤 新小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 454＋ 61：24．3� 49．1�
12 ナンゴクアイネット 牝5鹿 55 中谷 雄太渡 義光氏 
島 一歩 新冠 つつみ牧場 468＋ 61：24．4クビ 24．3�
510 センショウユウト 牡5鹿 57 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B482＋ 21：24．5� 32．7�
714 ブリングイットオン 牝4鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 444± 0 〃 クビ 132．4�
23 メイショウツバキ 牝5黒鹿55 古川 吉洋松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 458－ 4 〃 クビ 209．8�
713 ラ ミ エ ル 牝4鹿 54 松山 弘平桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 456± 01：24．71 4．9�
48 フ ナ ウ タ 牝6栗 55 和田 竜二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472＋ 81：25．12� 137．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 120，313，600円 複勝： 149，488，500円 枠連： 64，890，600円
馬連： 278，620，000円 馬単： 108，031，200円 ワイド： 191，630，100円
3連複： 403，752，900円 3連単： 516，169，100円 計： 1，832，896，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 230円 � 140円 � 190円 枠 連（2－8） 960円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 520円 �� 900円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 16，850円

票 数

単勝票数 計1203136 的中 � 123882（3番人気）
複勝票数 計1494885 的中 � 138411（4番人気）� 353059（1番人気）� 183993（3番人気）
枠連票数 計 648906 的中 （2－8） 52145（3番人気）
馬連票数 計2786200 的中 �� 186256（3番人気）
馬単票数 計1080312 的中 �� 26945（7番人気）
ワイド票数 計1916301 的中 �� 96285（4番人気）�� 51426（9番人気）�� 111890（2番人気）
3連複票数 計4037529 的中 ��� 105170（5番人気）
3連単票数 計5161691 的中 ��� 22204（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―35．6―47．8―59．6―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．4
3 16，7，12（6，10）（8，15）（4，14）13（5，11）2（3，9）－1 4 16（7，12）（6，8，10）15（4，14）（5，11，13）2（3，9）1

勝馬の
紹 介

ゼ セ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．8．6 札幌3着

2014．4．23生 牡6鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ 29戦3勝 賞金 55，615，000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。
（非抽選馬） 2頭 ジョウショームード号・ファイトフォーラヴ号

５レース目



（2京都1）第1日 1月5日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

253，590，000円
28，050，000円
1，660，000円
29，580，000円
74，318，500円
5，228，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
988，084，800円
1，437，924，900円
568，020，600円
2，704，538，700円
1，064，119，900円
1，626，423，600円
4，100，159，900円
5，465，702，600円
596，912，900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 18，551，887，900円

総入場人員 46，475名 （有料入場人員 45，245名）
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