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01025 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3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

48 ソウルユニバンス 牡3黒鹿56 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474± 01：13．7 4．9�
611 オーシャンズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 492＋ 2 〃 クビ 6．3�
815 ライジングペガサス 牡3鹿 56 藤岡 康太竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 木村牧場 470＋ 41：13．91� 10．0�
510 メイショウベッピン 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 484± 01：14．0� 8．7�
713 ミヤコシスター 牝3鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 476－ 61：14．1クビ 6．7�
36 メイショウタオ 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好	氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 454± 0 〃 クビ 31．4

816 コンゴウレイワ 牝3栗 54

52 △斎藤 新金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454＋ 41：14．31� 33．0�
11 エーティーロンドン 牡3栗 56 酒井 学荒木 徹氏 武 英智 日高 白井牧場 508＋ 21：14．61� 20．0�
23 モズジャイキリ 牡3鹿 56 小牧 太 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 惣田 英幸 428－ 41：14．81 152．8
35 フェルハール 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 21：15．01� 3．7�
12 スノーテーラー 牝3芦 54 武 豊中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 442± 01：15．1� 9．0�
612 チョウソダネー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 飯岡牧場 444＋ 41：15．41	 377．6�
59 エルヴィラブレイン 牝3栗 54 藤懸 貴志エンジェルレーシング� 角田 晃一 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 508＋ 41：15．5	 624．8�
714 ア キ ラ ク ン 牡3栗 56

54 △岩田 望来小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 田中 裕之 454＋ 41：15．6クビ 41．8�
24 ム ー ト 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 436－ 6 〃 ハナ 660．9�
47 メイショウニッコウ 牡3栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 462＋ 21：15．7	 311．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，959，600円 複勝： 74，048，300円 枠連： 15，474，400円
馬連： 76，644，800円 馬単： 32，080，300円 ワイド： 66，043，900円
3連複： 116，413，200円 3連単： 118，167，400円 計： 541，831，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 250円 � 300円 枠 連（4－6） 2，390円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 690円 �� 680円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 28，140円

票 数

単勝票数 計 429596 的中 � 69037（2番人気）
複勝票数 計 740483 的中 � 116623（3番人気）� 76020（4番人気）� 59072（6番人気）
枠連票数 計 154744 的中 （4－6） 5006（15番人気）
馬連票数 計 766448 的中 �� 32085（6番人気）
馬単票数 計 320803 的中 �� 6195（12番人気）
ワイド票数 計 660439 的中 �� 24649（6番人気）�� 25079（4番人気）�� 17232（14番人気）
3連複票数 計1164132 的中 ��� 15895（17番人気）
3連単票数 計1181674 的中 ��� 3044（88番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．5―47．9―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソウルユニバンス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2019．7．20 中京9着

2017．1．26生 牡3黒鹿 母 シ ー カ ー マ 母母 C B Carm 7戦1勝 賞金 11，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ホシムスメ号・マサハヤアン号・ロードリアライズ号

01026 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3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

612 マテンロウスパーク 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 502－ 41：54．3 1．6�
36 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 492＋ 41：54．62 19．4�
713 ダイヴィンダート 牡3栗 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 嶋田牧場 B498－121：55．23� 90．6�
815 オンザフェーヴル 牡3栗 56 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 490＋ 61：55．62� 12．4�
47 ホッコーアカツキ 牡3鹿 56 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 512＋ 21：55．81� 4．4�
24 キャルブルー 牡3黒鹿56 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 508＋ 4 〃 クビ 75．6	
48 マ ス カ テ ル 牡3鹿 56

54 △斎藤 新 
シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 490＋221：55．9クビ 85．2�
35 ライトマイファイア 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 494± 01：56．22 30．8�
714 ニシノシロフネ 牡3芦 56 松山 弘平西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 田上 徹 480－101：56．51� 9．2
23 ヨドノドリーム 牡3鹿 56 岩崎 翼海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 490＋ 61：56．6� 387．5�
510 シ ェ ノ ン 牡3鹿 56 坂井 瑠星�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 494± 01：57．13 12．3�
59 ブルベアカイリ 牡3栗 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 500＋ 61：57．52� 63．2�
11 キャプテンカーク 牡3芦 56 松田 大作佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 454－ 21：58．88 395．6�
611 ダンツサトリア 牡3栗 56 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 62：00．18 131．1�
816 タカシーフェイス 牡3栗 56 藤懸 貴志佐々木 勉氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 504＋222：00．2� 149．1�
12 テイエムヨカロー �3青鹿 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 鹿児島 テイエム牧場 430－ 52：03．3大差 342．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，656，800円 複勝： 113，544，900円 枠連： 14，508，700円
馬連： 61，166，600円 馬単： 37，245，700円 ワイド： 59，185，100円
3連複： 102，206，600円 3連単： 141，660，800円 計： 565，175，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 300円 � 1，280円 枠 連（3－6） 820円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，010円 �� 13，440円

3 連 複 ��� 20，930円 3 連 単 ��� 50，050円

票 数

単勝票数 計 356568 的中 � 170796（1番人気）
複勝票数 計1135449 的中 � 776597（1番人気）� 36603（5番人気）� 6974（11番人気）
枠連票数 計 145087 的中 （3－6） 13598（4番人気）
馬連票数 計 611666 的中 �� 44543（4番人気）
馬単票数 計 372457 的中 �� 20602（5番人気）
ワイド票数 計 591851 的中 �� 35557（4番人気）�� 7301（20番人気）�� 1059（55番人気）
3連複票数 計1022066 的中 ��� 3662（46番人気）
3連単票数 計1416608 的中 ��� 2052（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―23．8―36．1―49．0―1：02．0―1：14．8―1：28．1―1：41．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

マテンロウスパーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．10．27 京都7着

2017．4．3生 牡3黒鹿 母 ア ル シ ッ ペ 母母 Smolensk 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツサトリア号・タカシーフェイス号・テイエムヨカロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年2月11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 ウォーターモースト号・ザフーン号・メイショウマコモ号

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

牝；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
1：21．7
1：20．3

重
不良

48 カ レ ン リ ズ 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 434－ 21：26．9 2．2�
36 ラフリッグフェル 牝3栗 54 藤岡 佑介 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 436－ 81：27．43 15．8�
612 ラボンダンス 牝3栗 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 492± 0 〃 アタマ 3．3�
23 ダンツガゼール 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 452－ 81：27．5クビ 12．9�
816 オークヒルハウス 牝3鹿 54 荻野 琢真宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B492－ 21：27．6� 40．2	
714 シ ャ ル ロ ワ 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 478＋ 4 〃 クビ 5．7

59 ラインエンジェル 牝3栗 54 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 446－181：27．7� 27．9�
713 シュアリーシーズ 牝3青鹿 54

52 △斎藤 新 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか ヒサイファーム 438＋ 21：28．12� 138．1�

815 タガノアレクシア 牝3栗 54 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458－ 61：28．2� 50．5

24 メイショウイコロ 牝3鹿 54
51 ▲団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 424－ 81：28．41� 228．5�

510 シゲルハクチョウザ 牝3鹿 54 加藤 祥太森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 450＋ 41：28．5� 86．8�
35 オークレイコート 牝3栗 54

52 △岩田 望来 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 440± 01：28．7� 14．6�

611 イチザフローラ 牝3黒鹿54 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 浦河 杵臼牧場 426－ 61：29．12� 213．2�
12 ヴァルムチェーナ 牝3黒鹿54 北村 友一ディアレストクラブ� 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 436＋101：30．59 70．7�
47 メイショウウタヒメ 牝3黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 410－ 21：33．2大差 607．7�
11 エイシンマーチング 牝3黒鹿54 荻野 極�栄進堂 高橋 康之 浦河 高野牧場 B432－ 61：37．2大差 453．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，971，900円 複勝： 57，543，400円 枠連： 15，130，200円
馬連： 65，496，700円 馬単： 32，624，500円 ワイド： 61，226，300円
3連複： 99，384，400円 3連単： 121，363，300円 計： 491，740，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 210円 � 130円 枠 連（3－4） 750円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 500円 �� 180円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 389719 的中 � 137354（1番人気）
複勝票数 計 575434 的中 � 151231（1番人気）� 47878（5番人気）� 126399（2番人気）
枠連票数 計 151302 的中 （3－4） 15551（3番人気）
馬連票数 計 654967 的中 �� 32601（6番人気）
馬単票数 計 326245 的中 �� 10519（8番人気）
ワイド票数 計 612263 的中 �� 27045（4番人気）�� 113343（1番人気）�� 21281（7番人気）
3連複票数 計 993844 的中 ��� 50804（3番人気）
3連単票数 計1213633 的中 ��� 10891（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．3―48．2―1：01．2―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ レ ン リ ズ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2019．12．15 阪神2着

2017．4．13生 牝3栗 母 カレンコティヤール 母母 タシロスプリング 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウウタヒメ号・エイシンマーチング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年2月11日まで平地競走に出走できない。

01028 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3日 第4競走 ��
��1，200�3歳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，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

813 タマモツワモノ 牡3鹿 56 武 豊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 474－ 61：11．9 7．1�
711 エンプティチェア 牡3鹿 56 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 460－ 61：12．53� 5．2�
56 テンテキセンセキ 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：12．71� 1．8�
812 グッドブリッジ 牡3栗 56 菱田 裕二吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 476± 01：12．8クビ 208．4�
44 ゴーゴーチアフル 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 494＋ 4 〃 ハナ 52．3�
68 アナザーエンド 牡3青鹿56 �島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 452＋ 21：13．01� 16．4	
11 ウォーターウキウキ 牝3青鹿54 福永 祐一山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 448－ 81：13．21	 38．6

69 ニルカンタテソーロ 牡3栗 56

54 △斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 436＋ 21：13．3
 41．4�

710 サ ン ラ イ ト 牡3鹿 56 松田 大作�三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 446± 01：13．4クビ 10．2
57 スズカパンサー 牡3栗 56

54 △岩田 望来永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 464＋ 61：13．61 14．4�
45 クイックレス 牝3黒鹿54 和田 竜二中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 440－101：14．34 26．6�
33 ファストボウラー 牡3栗 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 460＋241：15．25 41．9�

22 スマートカーリー 牝3黒鹿54 吉田 隼人大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 456± 01：15．41 106．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，436，100円 複勝： 73，349，500円 枠連： 17，136，800円
馬連： 75，400，300円 馬単： 41，454，300円 ワイド： 68，285，200円
3連複： 118，757，700円 3連単： 158，504，700円 計： 603，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 170円 � 150円 � 110円 枠 連（7－8） 1，420円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 640円 �� 340円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 10，720円

票 数

単勝票数 計 504361 的中 � 56683（3番人気）
複勝票数 計 733495 的中 � 80553（3番人気）� 102205（2番人気）� 260482（1番人気）
枠連票数 計 171368 的中 （7－8） 9339（5番人気）
馬連票数 計 754003 的中 �� 28513（7番人気）
馬単票数 計 414543 的中 �� 6953（15番人気）
ワイド票数 計 682852 的中 �� 24152（7番人気）�� 50515（3番人気）�� 80247（1番人気）
3連複票数 計1187577 的中 ��� 76479（2番人気）
3連単票数 計1585047 的中 ��� 10710（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―47．4―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモツワモノ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．9．22 阪神1着

2017．3．11生 牡3鹿 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 3戦2勝 賞金 14，300，000円



01029 1月11日 晴 良 （2京都1） 第3日 第5競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・右・外）
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
2：09．7
2：09．7

良
良

35 ウインベイランダー 牡3芦 56 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 42：17．6 82．8�
611 アドマイヤメジャー 牡3鹿 56 藤岡 康太近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：17．81� 18．0�
23 ナリタアレス 牡3黒鹿56 太宰 啓介�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 484＋142：18．33 42．4�
47 ト レ ゾ ア 牡3鹿 56 吉田 隼人永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 468± 0 〃 ハナ 16．1�
714 ヒートオンビート 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 462－ 22：18．51� 5．5	
11 ハーツクリスタル 牡3鹿 56 S．フォーリー �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 514± 02：18．6� 4．6


（愛）

36 ヴァシリアス 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 492＋ 4 〃 ハナ 4．0�
24 サングレデクリスト 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 524± 02：18．92 36．6�
59 ストリクトコード 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 420－ 22：19．11� 9．5
510 ロードフェローズ 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 42：19．52� 52．6�
816 ウインセレナード 牝3鹿 54 菱田 裕二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 470－ 22：19．71� 156．8�
815 メ ラ ー キ 牡3青鹿56 川田 将雅大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－10 〃 ハナ 4．5�
612 クリノキングボス 牡3栗 56 川島 信二栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 470＋ 6 〃 クビ 56．8�
713 エピキュール 牡3黒鹿56 岩田 康誠江馬 由将氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 520± 02：20．12� 31．7�
12 ジュビラーテ 牡3栗 56 和田 竜二吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 482－ 42：20．63 40．1�
48 ユ ウ ゲ ン 牡3鹿 56 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 498－ 42：21．34 154．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，659，800円 複勝： 89，036，100円 枠連： 19，440，900円
馬連： 83，352，000円 馬単： 39，994，000円 ワイド： 75，859，000円
3連複： 128，741，800円 3連単： 134，610，200円 計： 619，693，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，280円 複 勝 � 2，560円 � 720円 � 930円 枠 連（3－6） 3，320円

馬 連 �� 51，430円 馬 単 �� 94，020円

ワ イ ド �� 12，950円 �� 26，160円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 524，760円 3 連 単 ��� 3，148，140円

票 数

単勝票数 計 486598 的中 � 4700（14番人気）
複勝票数 計 890361 的中 � 8810（14番人気）� 33855（7番人気）� 25510（9番人気）
枠連票数 計 194409 的中 （3－6） 4534（16番人気）
馬連票数 計 833520 的中 �� 1256（84番人気）
馬単票数 計 399940 的中 �� 319（165番人気）
ワイド票数 計 758590 的中 �� 1511（86番人気）�� 746（102番人気）�� 3024（59番人気）
3連複票数 計1287418 的中 ��� 184（446番人気）
3連単票数 計1346102 的中 ��� 31（2706番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．7―12．9―13．1―13．2―13．2―12．8―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―36．2―49．1―1：02．2―1：15．4―1：28．6―1：41．4―1：53．4―2：05．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2
1
3
5，6（2，15）4，1（10，13）（7，14）12，11－（3，8，16）－9
5，6，2（1，15）（7，4，13）14（11，10）（12，16）3，8，9

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

勝馬の
紹 介

ウインベイランダー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2019．11．3 京都4着

2017．2．14生 牡3芦 母 シュフルール 母母 ベイフィオーリ 3戦1勝 賞金 6，200，000円
※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 アルサトワ号
（非抽選馬） 2頭 タイミングハート号・メイショウフルサト号
※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。

01030 1月11日 晴 良 （2京都1） 第3日 第6競走 ��
��1，600�3歳新馬

発走13時00分 （芝・右）
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
1：30．3

良
良

24 レ イ パ パ レ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 416 ―1：37．5 2．7�
815 ホワイトロッジ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422 ―1：37．82 3．2�
612 ル ク ル ト 牡3鹿 56 S．フォーリー 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 444 ―1：38．33 7．7�

（愛）

12 スイートポイズン 牝3栗 54 和田 竜二吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 438 ―1：38．61� 21．7�
510 シゲルフォボス 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 クラウン日高牧場 476 ―1：38．81� 25．2	
713 ア メ ト リ ン 牝3栗 54 C．ルメール �G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 436 ―1：39．43	 5．8

59 ナムライロハ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 平取 坂東牧場 412 ―1：39．5� 37．1�
816 ロックグラス 牡3鹿 56 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 476 ―1：39．6	 52．6�
23 トゥールドマジ 牝3栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 462 ― 〃 ハナ 87．9
714 デイジーフラッシュ 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 456 ―1：39．81� 61．7�
611 ランスオブニンフ 牝3鹿 54 荻野 極五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 430 ― 〃 クビ 46．4�
36 フェルトオンブレ 牡3鹿 56 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 452 ―1：40．33 209．8�
48 ヒルノパルマ 牝3黒鹿54 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 414 ―1：40．62 14．8�
11 エイシンパワフル 牡3黒鹿 56

54 △岩田 望来�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 446 ―1：40．7	 210．0�
35 ニホンピロレイア 牝3栗 54 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 442 ―1：41．44 325．8�
47 パンディーロ 
3青鹿56 �島 克駿吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 524 ―1：41．61 76．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，837，900円 複勝： 56，531，300円 枠連： 18，316，900円
馬連： 66，321，900円 馬単： 33，156，800円 ワイド： 55，562，600円
3連複： 89，939，400円 3連単： 107，998，800円 計： 474，665，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 210円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 250円 �� 430円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，980円

票 数

単勝票数 計 468379 的中 � 136633（1番人気）
複勝票数 計 565313 的中 � 133649（1番人気）� 128280（2番人気）� 49642（4番人気）
枠連票数 計 183169 的中 （2－8） 32065（1番人気）
馬連票数 計 663219 的中 �� 97785（1番人気）
馬単票数 計 331568 的中 �� 30275（1番人気）
ワイド票数 計 555626 的中 �� 62181（1番人気）�� 31213（3番人気）�� 27778（4番人気）
3連複票数 計 899394 的中 ��� 50358（2番人気）
3連単票数 計1079988 的中 ��� 19646（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―13．2―12．7―12．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．8―49．0―1：01．7―1：14．0―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ イ パ パ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2017．1．28生 牝3鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウィシュカムトゥル号・エレガントヴォイス号・コパノマルティーノ号・スペードエース号・ヒボン号・

マートルフィールド号
※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。



01031 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

88 アマリリステソーロ 牝4青 54 岩田 康誠了德寺健二ホール
ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 432－ 41：54．3 6．2�

66 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 54
52 △斎藤 新飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 478＋ 41：54．4� 12．2�

22 � リーピングリーズン 牝4青鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 494＋ 61：54．6� 23．0�
44 ビオレイメル 牝4栗 54 坂井 瑠星ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 478＋ 4 〃 クビ 9．0�
33 サルサレイア 牝4栗 54 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 488＋ 61：54．7クビ 2．1�
55 � ブライトパス 牝5鹿 55 北村 友一 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 3．0

11 � マーブルフレンテ 牝7鹿 55 高田 潤下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 530＋ 21：55．12� 25．5�
77 キセキノカガヤキ 牝4黒鹿54 藤井勘一郎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 442－ 21：55．31 49．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，667，200円 複勝： 42，319，500円 枠連： 発売なし
馬連： 67，637，600円 馬単： 36，820，200円 ワイド： 46，150，600円
3連複： 87，554，600円 3連単： 193，036，400円 計： 511，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 330円 � 500円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，820円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 72，770円

票 数

単勝票数 計 376672 的中 � 48542（3番人気）
複勝票数 計 423195 的中 � 60447（3番人気）� 32357（5番人気）� 19342（7番人気）
馬連票数 計 676376 的中 �� 13167（12番人気）
馬単票数 計 368202 的中 �� 3851（21番人気）
ワイド票数 計 461506 的中 �� 11818（11番人気）�� 6459（17番人気）�� 5197（20番人気）
3連複票数 計 875546 的中 ��� 4041（36番人気）
3連単票数 計1930364 的中 ��� 1923（159番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―13．2―12．3―12．7―12．8―12．6―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．8―50．1―1：02．8―1：15．6―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アマリリステソーロ 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2018．10．8 京都10着

2016．4．3生 牝4青 母 ウイントゥルーラヴ 母母 ラヴインハーハート 13戦2勝 賞金 19，600，000円
〔制裁〕 アマリリステソーロ号の騎手岩田康誠は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

01032 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3日 第8競走 ��1，900�4歳以上1勝クラス
発走14時00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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

810 モーニングサン 牡4鹿 56
53 ▲団野 大成林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 466± 02：00．2 6．5�

811 モダスオペランディ 牡4鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520± 02：00．52 6．8�

44 カ ラ ル �6黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490± 02：01．24 3．7�
79 ヒュミドール �4鹿 56 菱田 裕二�サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 472± 02：01．3� 19．8�
22 シェアザモーメント 牡6鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 476－ 22：01．51 7．4�
66 ア ヴ ァ ン ト 牡6栗 57 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 5．0	
55 サンレイファイト 牡4栗 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 468± 0 〃 アタマ 197．4

33 ショウナンサニー 牡6鹿 57 C．ルメール 国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 486＋142：01．71 4．4�
78 メイショウオオタカ 牡4鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 486＋102：02．33� 17．4�
67 ジューンアンカー 牡6栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B478＋ 62：02．51� 88．8
11 	 リリーマイスター 牡5黒鹿 57

54 ▲亀田 温心土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 512± 02：03．13� 116．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，163，000円 複勝： 65，445，200円 枠連： 14，976，600円
馬連： 81，078，200円 馬単： 35，518，200円 ワイド： 59，132，900円
3連複： 112，904，700円 3連単： 148，523，500円 計： 560，742，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 220円 � 150円 枠 連（8－8） 1，530円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 740円 �� 550円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 計 431630 的中 � 52495（4番人気）
複勝票数 計 654452 的中 � 72553（5番人気）� 70796（6番人気）� 131720（2番人気）
枠連票数 計 149766 的中 （8－8） 7545（10番人気）
馬連票数 計 810782 的中 �� 35448（9番人気）
馬単票数 計 355182 的中 �� 8696（14番人気）
ワイド票数 計 591329 的中 �� 19920（13番人気）�� 27795（7番人気）�� 30825（5番人気）
3連複票数 計1129047 的中 ��� 33133（8番人気）
3連単票数 計1485235 的中 ��� 7968（45番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―11．9―13．0―13．2―13．4―12．7―12．6―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．5―30．4―43．4―56．6―1：10．0―1：22．7―1：35．3―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モーニングサン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．12．15 阪神8着

2016．4．14生 牡4鹿 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 8戦2勝 賞金 15，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



01033 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3日 第9競走 ��
��1，800�

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，2勝クラス（1000万円以下）；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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

36 オーヴェルニュ 牡4鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 466－ 21：52．2 1．7�
815 ダノンテイオー 牡4黒鹿56 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464＋ 21：52．3� 13．8�
48 カフジキング 牡7鹿 57 C．ルメール 加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 468＋ 41：52．72� 8．2�
35 ソルトイブキ 牡4黒鹿56 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 484－ 4 〃 クビ 6．3�
611 サンティーニ 	5栗 57 川又 賢治�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 494＋ 21：52．8クビ 21．3	
612 メ ス キ ー タ 牡4鹿 56 古川 吉洋岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 522＋ 61：52．9� 237．3

12 ランドジュピター 牡6鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460－ 41：53．0
 67．0�
59 テイエムチューハイ 牡6黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B454± 01：53．1
 123．1�
24 ネクストムーブ 牡7栗 57 福永 祐一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 520＋ 61：53．2� 26．9
47 レンジストライク 牡5黒鹿57 酒井 学 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 21：53．51
 31．4�
714 アスカノハヤテ 牡6鹿 57 �島 良太豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 492＋101：53．6クビ 552．2�
23 ブリーズスズカ 牡7青鹿57 加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476－ 21：53．92 563．2�
11 � ウインプラウド 牡4栗 56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

506＋ 61：54．0クビ 38．3�
816 ウインハイラント 牡6鹿 57 原田 和真�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：55．610 319．2�
713 クレッセントムーン 牡4栗 56 S．フォーリー �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506＋141：56．13 8．6�

（愛）

510� ベストマイウェイ 牡5鹿 57 西村 淳也馬場 幸夫氏 石坂 正 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

544± 0 〃 ハナ 40．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，052，300円 複勝： 104，857，900円 枠連： 27，793，400円
馬連： 131，136，400円 馬単： 57，990，500円 ワイド： 93，974，900円
3連複： 186，773，900円 3連単： 251，210，900円 計： 913，790，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 180円 枠 連（3－8） 910円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 480円 �� 280円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計 600523 的中 � 279256（1番人気）
複勝票数 計1048579 的中 � 443312（1番人気）� 66027（5番人気）� 109256（3番人気）
枠連票数 計 277934 的中 （3－8） 23475（4番人気）
馬連票数 計1311364 的中 �� 81843（4番人気）
馬単票数 計 579905 的中 �� 30409（4番人気）
ワイド票数 計 939749 的中 �� 49720（4番人気）�� 96076（2番人気）�� 15638（17番人気）
3連複票数 計1867739 的中 ��� 55407（7番人気）
3連単票数 計2512109 的中 ��� 21469（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．8―12．7―12．9―12．7―12．6―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．4―49．1―1：02．0―1：14．7―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オーヴェルニュ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．17 阪神6着

2016．5．8生 牡4鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 12戦3勝 賞金 38，349，000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。

01034 1月11日 晴 良 （2京都1） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

お う さ か や ま

� 坂 山 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

67 エングレーバー 牡4鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460＋101：49．2 1．7�
79 ショウナンバルディ 牡4黒鹿56 �島 克駿国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 436± 01：49．41	 18．3�
33 ミヤビパーフェクト 
4鹿 56 福永 祐一村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 468± 01：49．82� 22．4�
811 レティキュール 牝4鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：50．01	 5．2�
812 アグネスリバティ 牡7黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 アタマ 26．2�
22 カフジジュピター 牡4鹿 56 川又 賢治加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 41：50．21 54．7	
710 デルニエオール 牝5栗 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋101：50．3� 41．4

44 スーパーフェザー 牡5鹿 57 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－ 61：50．4� 6．7�
56 ヴ ィ ン ト 牡4鹿 56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 536＋ 8 〃 ハナ 13．1�
11 ジョウショームード 牡4黒鹿56 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 448± 01：50．93 170．8
68 メイケイゴールド 牡5芦 57 古川 吉洋名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 504＋141：51．11	 21．9�
55 ムーンレイカー 牡5鹿 57 松山 弘平門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 478－ 41：51．31	 24．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，163，300円 複勝： 127，750，400円 枠連： 27，157，800円
馬連： 141，352，200円 馬単： 73，391，600円 ワイド： 102，809，500円
3連複： 212，411，800円 3連単： 329，952，100円 計： 1，076，988，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 330円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 480円 �� 630円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 15，350円

票 数

単勝票数 計 621633 的中 � 280415（1番人気）
複勝票数 計1277504 的中 � 687620（1番人気）� 57593（4番人気）� 49717（7番人気）
枠連票数 計 271578 的中 （6－7） 30513（4番人気）
馬連票数 計1413522 的中 �� 92494（4番人気）
馬単票数 計 733916 的中 �� 36276（3番人気）
ワイド票数 計1028095 的中 �� 58569（4番人気）�� 42252（7番人気）�� 8561（33番人気）
3連複票数 計2124118 的中 ��� 27443（23番人気）
3連単票数 計3299521 的中 ��� 15577（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．1―48．6―1：01．4―1：14．1―1：26．2―1：37．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エングレーバー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．7 京都1着

2016．2．26生 牡4鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 8戦3勝 賞金 48，047，000円



01035 1月11日 晴 良 （2京都1） 第3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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

712 アイラブテーラー 牝4黒鹿54 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 434± 01：09．6 2．0�
713 ジョーカナチャン 牝5鹿 54 菱田 裕二上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 464＋ 21：09．7	 85．6�
610 カラクレナイ 牝6栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 508＋ 81：09．8
 9．2�
46 � シ ヴ ァ ー ジ 牡5栗 56 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B496－ 8 〃 アタマ 6．3�
34 ボンセルヴィーソ 牡6栗 56 太宰 啓介名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 478± 01：09．9	 10．6�
35 ハッピーアワー 牡4鹿 56 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 454＋201：10．22 10．0	
611 ロ ジ ク ラ イ 牡7黒鹿59 C．ルメール 久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：10．3
 17．2

47 � シャドウノエル 牝5黒鹿54 中谷 雄太飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 468± 01：10．4クビ 337．0�
58 ダイシンバルカン 牡8鹿 56 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 6 〃 クビ 69．1�
23 イ ベ リ ス 牝4鹿 54 池添 謙一前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 472＋ 21：10．61� 11．3
11 ラブカンプー 牝5黒鹿57 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 440－ 61：10．7クビ 63．5�
22 メイショウケイメイ 牝4鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 418－ 6 〃 アタマ 197．1�
59 スマートオーディン 牡7黒鹿59 藤岡 佑介大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 512＋ 41：11．01
 33．9�
815 ティーハーフ 牡10栗 59 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 4 〃 ハナ 52．1�
814 エイシンデネブ 牝5鹿 54 横山 典弘�栄進堂 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 418－101：11．85 14．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 153，452，600円 複勝： 213，387，600円 枠連： 73，482，100円
馬連： 402，491，300円 馬単： 168，387，500円 ワイド： 270，925，000円
3連複： 696，189，400円 3連単： 939，153，800円 計： 2，917，469，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 1，140円 � 190円 枠 連（7－7） 5，040円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 320円 �� 6，580円

3 連 複 ��� 15，080円 3 連 単 ��� 60，740円

票 数

単勝票数 計1534526 的中 � 586681（1番人気）
複勝票数 計2133876 的中 � 630543（1番人気）� 29783（13番人気）� 285344（2番人気）
枠連票数 計 734821 的中 （7－7） 11291（16番人気）
馬連票数 計4024913 的中 �� 48397（24番人気）
馬単票数 計1683875 的中 �� 15290（23番人気）
ワイド票数 計2709250 的中 �� 25524（31番人気）�� 252338（1番人気）�� 9621（58番人気）
3連複票数 計6961894 的中 ��� 34624（48番人気）
3連単票数 計9391538 的中 ��� 11209（179番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．5―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．8―46．2―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 13（3，10）1（2，8，12）（4，7）11，6（5，15）－14－9 4 13（3，10）1（2，8，12）4（7，11）6（5，15）－14－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイラブテーラー �
�
父 トーセンラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都1着

2016．5．20生 牝4黒鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 7戦5勝 賞金 91，588，000円
※出走取消馬 ニシノラッシュ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンヴァル号・メイショウカズヒメ号

01036 1月11日 晴 稍重 （2京都1） 第3日 第12競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走16時20分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

35 エイシンポジション 牝4鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 430－ 41：24．9 3．6�
59 � ベストチャーム 牝4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 422＋ 41：25．85 2．7�
36 ル ー ア ン 牝4芦 54 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 484－ 41：25．9� 5．2�
714 ペイシャクレア 牝4鹿 54 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 418＋ 21：26．0クビ 7．5�
611� ア ト ミ カ 牝5鹿 55

54 ☆西村 淳也東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 430－ 61：26．74 74．5�
23 アレグレモエティー 牝4芦 54 �島 克駿斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 468± 01：26．8	 269．6	
816 ミラクルチューン 牝4黒鹿54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 474＋101：26．9クビ 32．0

12 ハ ニ エ ル 牝4鹿 54

53 ☆川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 6 〃 ハナ 117．3�

612 シェルトファータ 牝4栗 54
52 △斎藤 新水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 430± 0 〃 クビ 101．0�

11 アメリカンウェイク 牝4鹿 54 S．フォーリー キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502－101：27．0� 15．7�
（愛）

48 ホ マ レ 牝5鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 増本 良孝 452－ 81：27．1� 25．3�

815 マリアスパン 牝5鹿 55 酒井 学 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 482＋10 〃 クビ 258．7�

24 テイエムノサッタ 牝4黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 472－ 41：27．84 58．9�
713 ブランシェット 牝4黒鹿54 和田 竜二�G1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 432－ 41：28．33 16．4�
510 サイモンミラベル 牝6栗 55

53 △岩田 望来澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 486－ 61：28．51
 59．3�
47 ミッドナイトラヴ 牝4黒鹿 54

51 ▲団野 大成 社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム 460－ 21：29．24 57．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 80，637，800円 複勝： 104，068，600円 枠連： 48，527，700円
馬連： 181，938，300円 馬単： 75，779，400円 ワイド： 121，741，100円
3連複： 268，971，100円 3連単： 357，363，500円 計： 1，239，027，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（3－5） 290円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 250円 �� 360円 �� 310円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，440円

票 数

単勝票数 計 806378 的中 � 178734（2番人気）
複勝票数 計1040686 的中 � 191300（2番人気）� 251952（1番人気）� 146583（3番人気）
枠連票数 計 485277 的中 （3－5） 125602（1番人気）
馬連票数 計1819383 的中 �� 250511（1番人気）
馬単票数 計 757794 的中 �� 49158（2番人気）
ワイド票数 計1217411 的中 �� 134232（1番人気）�� 81950（4番人気）�� 98566（2番人気）
3連複票数 計2689711 的中 ��� 229736（1番人気）
3連単票数 計3573635 的中 ��� 58255（3番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―11．9―12．5―12．5―12．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．4―35．3―47．8―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンポジション �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2018．10．28 東京6着

2016．3．4生 牝4鹿 母 エイシンパンサー 母母 ナナコフレスコ 6戦2勝 賞金 14，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッドナイトラヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月11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。
（非当選馬） 2頭 メイショウゼッケイ号・モンテルース号
※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。



（2京都1）第3日 1月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

211，830，000円
3，020，000円
26，510，000円
1，500，000円
24，710，000円
69，924，500円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
700，658，300円
1，121，882，700円
291，945，500円
1，434，016，300円
664，443，000円
1，080，896，100円
2，220，248，600円
3，001，545，400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 10，515，635，900円

総入場人員 14，916名 （有料入場人員 14，069名）
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