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01061 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第1競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時00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

612� ピ ン シ ャ ン 牡3栗 56 福永 祐一冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With
Me Stables Inc. 462＋ 21：12．8 3．2�

47 � プリモダルク 牝3鹿 54
52 △岩田 望来�グランド牧場 藤原 英昭 米 Estate of Wil-

liam L. Currin 450＋ 61：13．12 2．3�
35 プリサイスショット 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 小林 仁 506 ―1：14．16 40．0�
713 マサハヤアン 牝3鹿 54 松山 弘平中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 アタマ 15．9�
24 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 452－ 21：14．2	 11．0	
510 キモンルビー 牝3栗 54 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 466－ 81：14．41
 126．5

816 トミケンヴァイゼ 牝3鹿 54 川須 栄彦冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 大江牧場 476± 01：14．61
 352．8�
23 アイファーネイビー 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 460＋ 21：14．81 51．4�
11 ホウオウガルーダ 牡3栗 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 478 ― 〃 アタマ 85．8
36 ダイヤモンドライフ 牡3黒鹿 56

54 △斎藤 新大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 ハナ 6．4�
611 ジューンマウス 牡3栗 56 松田 大作吉川 潤氏 坂口 智康 日高 白井牧場 464 ―1：14．9クビ 14．1�
48 � ヴ ィ ト ー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希中辻 明氏 西園 正都 英 Mike Channon
Bloodstock Limited 486－101：15．11
 194．5�

815 カルテベイビー 牝3鹿 54 �島 克駿大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 454＋ 41：15．31
 30．5�
714 ホ シ ム ス メ 牝3鹿 54 国分 恭介前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 雅樹 466－ 61：15．51	 182．7�
12 リリカルフレイム 牝3黒鹿54 柴山 雄一窪田 康志氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 B460－ 21：18．1大差 73．9�
59 グリーシアンギフト 牡3青鹿56 藤懸 貴志加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 474＋ 41：19．16 371．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，820，000円 複勝： 40，462，700円 枠連： 9，504，700円
馬連： 46，626，600円 馬単： 22，799，600円 ワイド： 37，854，200円
3連複： 72，827，200円 3連単： 84，412，700円 計： 341，307，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 110円 � 600円 枠 連（4－6） 310円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，690円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 10，880円

票 数

単勝票数 計 268200 的中 � 66709（2番人気）
複勝票数 計 404627 的中 � 81333（2番人気）� 146696（1番人気）� 8540（8番人気）
枠連票数 計 95047 的中 （4－6） 23661（1番人気）
馬連票数 計 466266 的中 �� 99370（1番人気）
馬単票数 計 227996 的中 �� 22157（2番人気）
ワイド票数 計 378542 的中 �� 60986（1番人気）�� 4903（21番人気）�� 6491（15番人気）
3連複票数 計 728272 的中 ��� 17733（8番人気）
3連単票数 計 844127 的中 ��� 5623（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．4―47．5―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 ・（4，6，7）12（13，16）3，11－5，15（8，14）－10－1＝2＝9 4 ・（4，6，7）12，13－16，3，11，5，8，14（10，15）1＝2＝9

勝馬の
紹 介

�ピ ン シ ャ ン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．7．27 小倉3着

2017．3．14生 牡3栗 母 Beauty and Light 母母 Gaudete 5戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 グリーシアンギフト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリカルフレイム号・グリーシアンギフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

2月18日まで平地競走に出走できない。
※ジューンマウス号・プリサイスショット号・ホウオウガルーダ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01062 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30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

22 クリノイコライザー 牡3栗 56
55 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 456－ 61：53．7 6．1�

89 タイセイパワーズ 牡3黒鹿56 松若 風馬田中 成奉氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 538－ 81：54．87 1．1�
810 ブルベアカイリ 牡3栗 56 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 504＋ 41：57．0大差 26．1�
55 シンゼンウイング 牡3黒鹿56 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 490＋ 81：57．21� 97．1�
78 デルマルビー 牝3栗 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 464＋ 4 〃 クビ 236．3�
11 ロードリアライズ 牡3栗 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 上山牧場 B472± 01：57．51� 79．3	
66 メイケイカガヤキ 牡3芦 56 �島 良太名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム B490＋ 21：57．81� 218．1

33 サクラサーブル 牡3黒鹿 56

54 △岩田 望来�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 534± 0 〃 アタマ 99．3�
77 ゴールデンゴール 牡3鹿 56

54 △斎藤 新井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 490＋ 2 〃 クビ 45．4�
44 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 B470＋ 22：00．5大差 83．8
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，665，600円 複勝： 79，476，800円 枠連： 7，580，800円
馬連： 33，669，600円 馬単： 33，617，400円 ワイド： 25，946，900円
3連複： 53，141，200円 3連単： 133，472，700円 計： 410，571，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 100円 � 100円 � 130円 枠 連（2－8） 150円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 120円 �� 310円 �� 220円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 2，560円

票 数

単勝票数 計 436656 的中 � 56982（2番人気）
複勝票数 計 794768 的中 � 65837（2番人気）� 644445（1番人気）� 26085（3番人気）
枠連票数 計 75808 的中 （2－8） 37943（1番人気）
馬連票数 計 336696 的中 �� 146536（1番人気）
馬単票数 計 336174 的中 �� 25449（4番人気）
ワイド票数 計 259469 的中 �� 80157（1番人気）�� 15410（4番人気）�� 24927（2番人気）
3連複票数 計 531412 的中 ��� 129070（1番人気）
3連単票数 計1334727 的中 ��� 37779（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．6―48．8―1：01．4―1：14．2―1：27．0―1：39．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノイコライザー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．10．20 京都9着

2017．3．18生 牡3栗 母 ドナメジャー 母母 メイショウマキバコ 3戦1勝 賞金 5，850，000円
〔発走状況〕 サクラサーブル号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 メイケイカガヤキ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キセキパレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月18日まで平地競走

に出走できない。

第１回 京都競馬 第６日



01063 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時00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
1：21．7
1：20．3

重
不良

711 ユキノグローリー 牡3栗 56 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 494＋ 41：25．9 5．6�
33 フ ォ ー テ 牡3黒鹿 56

54 △岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496＋141：26．43 3．5�
57 コ ル ニ リ ア 牡3鹿 56 城戸 義政�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 438－ 21：26．82� 255．5�
44 ワンダーカムラング 牡3黒鹿56 福永 祐一山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 466－ 61：26．9� 2．2�
710 メイショウオーギシ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 492＋141：27．53� 32．3�
22 マテンロウヒーロー 牡3栗 56 太宰 啓介寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ

ファーム 480± 0 〃 クビ 21．8	
69 クラウンデザイアー 牡3黒鹿56 国分 恭介
クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 486＋ 41：27．6� 385．7�
68 ケイマジェスティ 牡3鹿 56

54 △斎藤 新武田 敏也氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 12．4�
812 カモントゥミー 牡3鹿 56 松山 弘平薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 496－121：28．34 26．7
45 ブルベアマイル 牡3鹿 56 松田 大作 
ブルアンドベア 武 英智 新ひだか チバスタッド B444± 01：28．51� 97．7�
56 ゼンダンイワミ 牡3黒鹿56 �島 良太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 	橋本牧場 B496± 01：28．6クビ 272．4�
11 マルタクロス 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 504＋14 〃 アタマ 7．5�
813 プ レ イ オ ネ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希�ミルファーム 石栗 龍彦 浦河 ミルファーム 446－101：33．8大差 573．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，400，100円 複勝： 38，070，700円 枠連： 8，958，200円
馬連： 48，934，700円 馬単： 24，451，100円 ワイド： 38，927，500円
3連複： 66，786，900円 3連単： 94，836，900円 計： 349，366，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 180円 � 2，660円 枠 連（3－7） 800円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 420円 �� 9，930円 �� 8，680円

3 連 複 ��� 36，770円 3 連 単 ��� 169，760円

票 数

単勝票数 計 284001 的中 � 39998（3番人気）
複勝票数 計 380707 的中 � 63974（2番人気）� 61857（3番人気）� 2600（10番人気）
枠連票数 計 89582 的中 （3－7） 8622（3番人気）
馬連票数 計 489347 的中 �� 43243（4番人気）
馬単票数 計 244511 的中 �� 8449（9番人気）
ワイド票数 計 389275 的中 �� 26799（4番人気）�� 945（39番人気）�� 1082（35番人気）
3連複票数 計 667869 的中 ��� 1362（64番人気）
3連単票数 計 948369 的中 ��� 405（313番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノグローリー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．4 小倉12着

2017．4．22生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 6戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレイオネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月18日まで平地競走に

出走できない。

01064 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第4競走 ��
��1，400�3歳新馬

発走11時30分 （ダート・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
1：21．7
1：20．3

重
不良

713 プリマグラード 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462 ―1：26．8 2．1�
36 � エイシンアンヴァル 牡3栗 56 A．シュタルケ�栄進堂 今野 貞一 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn A
Randal Trustees

490 ―1：27．22� 3．9�
（独）

611 シ ン シ テ ィ 牝3黒鹿54 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 458 ―1：27．94 13．7�
24 ジューンチキータ 牝3栗 54 	島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 444 ―1：28．32� 36．9�
47 コズミックランナー 牡3栗 56

54 △斎藤 新�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 454 ― 〃 クビ 39．6	
59 � ジャスパーエース 牡3栗 56 四位 洋文加藤 和夫氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 454 ― 〃 ハナ 5．7

510 キョウエイブラック 牝3青鹿54 	島 良太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 424 ―1：28．72� 214．8�
48 デルマクリスタル 牝3青鹿54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム 454 ―1：29．01
 257．6�
35 ナムラショウグン 牡3青鹿56 藤懸 貴志奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 490 ―1：29．42� 34．3
816 ミモザアカシア 牝3黒鹿54 太宰 啓介加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 カケハムポニークラブ 490 ―1：29．93 115．9�
23 アルバボニート 牝3芦 54 松若 風馬草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 472 ― 〃 クビ 17．7�
714 リュヌドミエル 牝3栗 54 柴山 雄一ライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 436 ―1：30．22 102．8�
11 タガノハナブサ 牝3鹿 54 小坂 忠士八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436 ―1：30．3� 61．1�
612 シュトライフリヒト 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478 ―1：31．15 9．2�
12 トーホウビッグバン 牡3鹿 56 川島 信二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 静内フジカワ牧場 B478 ―1：32．27 312．1�
815 ヤマニンボンモマン 牝3鹿 54 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 440 ―1：32．94 219．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，892，700円 複勝： 35，516，300円 枠連： 11，216，100円
馬連： 40，683，800円 馬単： 22，876，400円 ワイド： 35，492，500円
3連複： 59，548，700円 3連単： 72，960，900円 計： 308，187，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 200円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 320円 �� 520円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 298927 的中 � 108909（1番人気）
複勝票数 計 355163 的中 � 106324（1番人気）� 55414（2番人気）� 33037（5番人気）
枠連票数 計 112161 的中 （3－7） 18207（1番人気）
馬連票数 計 406838 的中 �� 48316（1番人気）
馬単票数 計 228764 的中 �� 16993（2番人気）
ワイド票数 計 354925 的中 �� 30868（1番人気）�� 17270（5番人気）�� 9303（9番人気）
3連複票数 計 595487 的中 ��� 20661（4番人気）
3連単票数 計 729609 的中 ��� 8233（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．2―48．6―1：01．5―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリマグラード �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．2．2生 牝3栗 母 トゥザレジェンド 母母 トゥザヴィクトリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ジャスパーエース号の騎手四位洋文は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・12番・8

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーホウビッグバン号・ヤマニンボンモマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年2月18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22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 アスワンサンセット号・アンデュレイト号・イタズラウナギ号・ヴィエントアスール号・ヴェントヴォーチェ号・

カズモンタルチーノ号・サンブリテニア号・シャリン号・ジュアン号・ジューンマウス号・タンカノキミ号・
チュウワシャイン号・ドスハーツ号・ブックウエスト号・プリサイスショット号・ホウオウガルーダ号・
ホワイトブレス号・マックス号・マテンロウヴァモス号・メイショウウラコイ号・メイショウメイユウ号・
ヤングブラッド号

※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。



01065 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時20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
1：56．8
1：56．1

良
良

34 ア ル サ ト ワ 牡3鹿 56 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋ 22：03．1 36．6�

611 シ ル ヴ ィ ス 牝3青鹿54 藤岡 佑介大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496－ 62：03．84 2．6�
59 エアロロノア 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 494＋ 42：04．11� 5．0�
814� ア イ ノ ア 牝3鹿 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米

Fred W. Hertrich III,
John D. Fielding &
Robert L. Tribbett

486± 02：05．48 221．5�
58 ベーリーオクルス 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 晴哉氏 橋口 慎介 安平 追分ファーム 476－102：05．82	 3．2	
712 レッドラトゥール 牡3鹿 56 S．フォーリー �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 468± 0 〃 ハナ 6．3


（愛）

11 タイミングハート 牡3黒鹿56 四位 洋文�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 444－102：05．9� 16．9�
46 キングダムウイナー 牡3鹿 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：06．22 16．9�
22 � メイショウロールス 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 愛

Orchardstown
Farms & Stone
Farm

494＋182：06．3	 205．5
35 カ ン ト ナ 牝3栗 54 川須 栄彦 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 374± 02：06．72	 411．1�
713 アズマエピカリス 牡3栗 56 A．シュタルケ 東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 530± 02：06．91
 48．8�

（独）

47 � デュボンタン 牝3鹿 54
52 △斎藤 新�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 478± 0 〃 アタマ 170．0�
610 グレーフェンベルク 牡3鹿 56 �島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466－ 62：07．32	 39．4�
815� オールプリンセス 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 独 Gestut

Brummerhof 404± 02：13．4大差 697．1�
23 レッドシャドー 牡3鹿 56 松田 大作中辻 明氏 奥村 豊 新冠 ハシモトフアーム 476－ 22：15．5大差 516．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，204，500円 複勝： 47，003，700円 枠連： 11，988，800円
馬連： 54，916，500円 馬単： 29，985，400円 ワイド： 43，950，100円
3連複： 81，138，900円 3連単： 103，307，900円 計： 407，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 480円 � 140円 � 170円 枠 連（3－6） 4，490円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 17，200円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，520円 �� 340円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 103，450円

票 数

単勝票数 計 352045 的中 � 7677（7番人気）
複勝票数 計 470037 的中 � 17409（7番人気）� 108904（2番人気）� 78035（3番人気）
枠連票数 計 119888 的中 （3－6） 2065（12番人気）
馬連票数 計 549165 的中 �� 7006（18番人気）
馬単票数 計 299854 的中 �� 1307（43番人気）
ワイド票数 計 439501 的中 �� 7644（17番人気）�� 6928（19番人気）�� 37492（3番人気）
3連複票数 計 811389 的中 ��� 7621（26番人気）
3連単票数 計1033079 的中 ��� 724（249番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．5―12．6―12．4―12．1―12．4―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．8―48．4―1：00．8―1：12．9―1：25．3―1：37．7―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル サ ト ワ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．12．15 阪神7着

2017．2．26生 牡3鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールプリンセス号・レッドシャドー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月

18日まで平地競走に出走できない。
※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。

01066 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時50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
1：47．8
1：47．6

重
重

66 ハクアイウィンザー 牡3鹿 56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 516－ 21：54．9 2．9�
33 � フルフラット 牡3鹿 56 S．フォーリー 大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Sierra Farm 512 1：55．11� 8．4�

（愛）

55 ドゥラモット 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：55．52� 2．4�
（独）

11 アメリカンベイビー 牡3黒鹿56 福永 祐一吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 476± 01：56．56 3．4�
22 エイシンワルツ 牝3鹿 54 松若 風馬�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 432－ 81：57．67 9．6�

（5頭）
44 アポロアベリア 牡3栗 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 日高 三輪 幸子 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，895，300円 複勝： 29，379，200円 枠連： 発売なし
馬連： 32，559，700円 馬単： 26，880，500円 ワイド： 16，658，000円
3連複： 30，623，900円 3連単： 141，793，700円 計： 312，790，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 340円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 340円 �� 160円 �� 370円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 348953 的中 � 93056（2番人気）
複勝票数 計 293792 的中 � 90300（1番人気）� 26857（5番人気）
馬連票数 計 325597 的中 �� 19519（6番人気）
馬単票数 計 268805 的中 �� 8311（12番人気）
ワイド票数 計 166580 的中 �� 10753（8番人気）�� 33825（1番人気）�� 9803（9番人気）
3連複票数 計 306239 的中 ��� 28823（3番人気）
3連単票数 計1417937 的中 ��� 20638（23番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．6―12．8―13．2―13．3―13．4―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．1―48．9―1：02．1―1：15．4―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．5
1
3
・（1，2）3（5，6）・（1，2）（5，3）6

2
4
・（1，2）3，5，6・（1，2，3）（5，6）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハクアイウィンザー 	


父 ヘニーヒューズ 	



母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．11 小倉3着

2017．3．26生 牡3鹿 母 ヤマノローラ 母母 ボーイントンキャニオン 7戦2勝 賞金 18，300，000円
〔出走取消〕 アポロアベリア号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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。



01067 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時20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
1：09．0
1：08．7

不良
重

44 サイモンミラベル 牝6栗 55 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 490＋ 41：13．1 47．1�
79 クリノビッグサージ 牝4栗 54 �島 克駿栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 502＋ 2 〃 クビ 33．0�
67 	 メイショウアワジ 牡6鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 490＋ 81：13．31
 5．7�
811	 ライブリテックス 牡5青鹿57 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B520＋141：13．4
 64．2�
11 サイモンゼーレ 牡7鹿 57 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 484－ 11：13．5� 6．3�
710 イワネコゴシキ 牡4青鹿56 藤岡 佑介丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 502＋ 21：13．6
 12．1�
812 メイショウゼッケイ 牝4栗 54

52 △斎藤 新松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 412－ 21：13．7
 13．3	
56 	 クリノカサット 牝5栗 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468＋ 21：13．8
 30．6

68 ア マ デ ウ ス 牡4黒鹿56 A．シュタルケ 中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 B458－ 81：14．22
 3．2�
（独）

55 スズカメジャー 牡6鹿 57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 508＋101：14．52 3．9�
22 リトルウィッチ 牝4鹿 54

52 △岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 412－ 81：14．6クビ 14．5
33 ゴールデンヘイロー 牡4栗 56 坂井 瑠星�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム B494＋ 21：15．34 28．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，079，800円 複勝： 39，290，000円 枠連： 13，215，000円
馬連： 54，880，700円 馬単： 25，416，700円 ワイド： 42，470，200円
3連複： 79，486，000円 3連単： 93，548，500円 計： 376，386，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，710円 複 勝 � 890円 � 710円 � 210円 枠 連（4－7） 9，110円

馬 連 �� 27，920円 馬 単 �� 62，500円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 2，520円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 51，030円 3 連 単 ��� 431，990円

票 数

単勝票数 計 280798 的中 � 4760（11番人気）
複勝票数 計 392900 的中 � 10097（11番人気）� 13058（8番人気）� 59774（3番人気）
枠連票数 計 132150 的中 （4－7） 1123（27番人気）
馬連票数 計 548807 的中 �� 1523（58番人気）
馬単票数 計 254167 的中 �� 305（117番人気）
ワイド票数 計 424702 的中 �� 1825（56番人気）�� 4357（29番人気）�� 5432（24番人気）
3連複票数 計 794860 的中 ��� 1168（136番人気）
3連単票数 計 935485 的中 ��� 157（930番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．8―12．2―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．5―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンミラベル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．21 小倉4着

2014．1．14生 牝6栗 母 ミ リ ア ム 母母 ウェルカムミレニアム 23戦3勝 賞金 30，300，000円
［他本会外：5戦0勝］

※イワネコゴシキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01068 1月18日 晴 稍重 （2京都1） 第6日 第8競走 ��
��1，900�4歳以上2勝クラス

発走13時50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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

46 エクスパートラン 牡5青鹿57 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 474＋ 82：00．0 10．5�
45 ダンサクドゥーロ 牡6芦 57 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 528－ 42：00．31� 13．0�

（独）

610 ハギノアトラス 牡4栗 56 坂井 瑠星安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 498± 0 〃 クビ 3．8�
11 エイシンヨッシー 牡4栗 56 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 456＋ 62：00．4
 7．7�
57 � 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± 0 〃 ハナ 23．6	
69 グレートウォリアー 牡5鹿 57

55 △岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 524＋14 〃 アタマ 3．6

58 ダイシンクローバー 牡4黒鹿56 	島 克駿大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 482± 02：00．5
 17．9�
814 ダイシンカローリ 牡5栗 57 柴山 雄一大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 516＋ 42：01．24 20．1�
34 レッドゼノン 牡6黒鹿57 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B468± 0 〃 ハナ 32．0
22 ワンダーコノシュア 牡4黒鹿 56

54 △斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 492± 0 〃 ハナ 12．1�
712 ライデンバローズ 牡6芦 57 幸 英明猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B538± 0 〃 ハナ 9．7�
711 メ ガ フ レ ア 牡6黒鹿57 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 490＋ 22：01．3� 25．6�
33 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 478＋ 22：01．51 160．1�
813 グーテンターク 牡5鹿 57 S．フォーリー 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：01．6� 157．5�

（愛）

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，066，500円 複勝： 55，851，300円 枠連： 19，223，400円
馬連： 69，889，700円 馬単： 28，130，900円 ワイド： 56，556，400円
3連複： 100，851，800円 3連単： 103，850，600円 計： 468，420，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 230円 � 290円 � 150円 枠 連（4－4） 4，210円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 610円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 35，280円

票 数

単勝票数 計 340665 的中 � 25805（5番人気）
複勝票数 計 558513 的中 � 58007（4番人気）� 41587（6番人気）� 118057（1番人気）
枠連票数 計 192234 的中 （4－4） 3535（16番人気）
馬連票数 計 698897 的中 �� 13377（14番人気）
馬単票数 計 281309 的中 �� 2484（36番人気）
ワイド票数 計 565564 的中 �� 12079（9番人気）�� 24614（3番人気）�� 16107（5番人気）
3連複票数 計1008518 的中 ��� 16494（9番人気）
3連単票数 計1038506 的中 ��� 2134（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．9―44．2―57．0―1：09．3―1：21．6―1：34．3―1：46．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクスパートラン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．9．24 阪神7着

2015．5．14生 牡5青鹿 母 ワイルドゲッツ 母母 ゲラウトマイウエイ 18戦3勝 賞金 31，000，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 レッドゼノン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エクスパートラン号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
※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。



01069 1月18日 晴 良 （2京都1） 第6日 第9競走 ��
��1，600�

き づ が わ

木 津 川 特 別
発走14時25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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

22 ノーブルカリナン 牝5黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 464＋ 21：35．4 4．2�
55 ナイトバナレット 牡6芦 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：35．61� 20．0�
33 エイシンスレイマン 牡6鹿 57 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 478＋ 4 〃 ハナ 21．4�
811 シベリアンタイガー 	9鹿 57 松若 風馬岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 482± 01：35．81
 17．1�
56 ブレイニーラン 牡5鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：35．9� 4．0	
68 アルジャーノン 牡5栗 57 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 460＋ 41：36．11
 83．4

11 トオヤリトセイト 牡4青鹿56 S．フォーリー 村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 480－ 41：36．2� 2．7�

（愛）

812 イダエンペラー 牡5青鹿57 岩田 望来張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502－ 81：36．41
 22．6�
44 ウェーブヒーロー 牡7鹿 57 森 裕太朗万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 512＋201：36．61� 57．5
67 ココフィーユ 牝4鹿 54 斎藤 新 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434－ 21：36．81
 24．2�
79 ハ イ ド ラ ン 牝5黒鹿55 太宰 啓介五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 61：37．11� 56．3�
710 スラッシュメタル 牡5鹿 57 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：37．31� 8．3�

（独）

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，013，100円 複勝： 63，107，200円 枠連： 16，551，600円
馬連： 94，294，200円 馬単： 40，036，500円 ワイド： 64，668，400円
3連複： 132，924，600円 3連単： 169，024，400円 計： 624，620，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 520円 � 520円 枠 連（2－5） 940円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，500円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 19，290円 3 連 単 ��� 82，630円

票 数

単勝票数 計 440131 的中 � 82699（3番人気）
複勝票数 計 631072 的中 � 96734（3番人気）� 28836（7番人気）� 28393（9番人気）
枠連票数 計 165516 的中 （2－5） 13595（4番人気）
馬連票数 計 942942 的中 �� 16561（16番人気）
馬単票数 計 400365 的中 �� 4313（22番人気）
ワイド票数 計 646684 的中 �� 11312（18番人気）�� 11228（19番人気）�� 4632（32番人気）
3連複票数 計1329246 的中 ��� 5166（62番人気）
3連単票数 計1690244 的中 ��� 1483（249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―47．2―59．0―1：11．0―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルカリナン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2017．8．5 新潟3着

2015．4．17生 牝5黒鹿 母 ノーブルジュエリー 母母 Noble Stella 14戦3勝 賞金 47，721，000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。

01070 1月18日 曇 良 （2京都1） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス（Ｌ）
発走15時00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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

55 ヒルノマリブ 牝3鹿 54 松山 弘平�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 484－ 21：24．8 3．4�
810	 コンバットマーチ 牝3芦 54 岩田 望来岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 448－ 61：25．01
 9．9�
33 マテンロウディーバ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 406＋ 2 〃 クビ 6．7�
78 クーファイザナミ 牝3鹿 54 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 410－ 21：25．1クビ 21．7�
22 ミ ズ リ ー ナ 牝3鹿 54 福永 祐一北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 4 〃 クビ 16．2	
89 ピュアカラー 牝3黒鹿54 幸 英明 
サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 8．1�
44 カワキタアジン 牝3鹿 54 �島 克駿川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 482＋ 21：25．31� 4．8�
66 ヴィンチェーレ 牝3鹿 54 松田 大作
桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 400－ 61：25．51� 9．6
77 ファシネートゼット 牝3栗 54 松若 風馬高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－ 21：25．6
 8．1�
11 ロ マ ネ ス ク 牝3青鹿54 A．シュタルケ�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 81：25．91 21．5�
（独）

（10頭）

売 得 金
単勝： 61，936，500円 複勝： 78，849，400円 枠連： 21，018，800円
馬連： 132，047，900円 馬単： 53，667，800円 ワイド： 78，723，200円
3連複： 175，726，200円 3連単： 233，208，700円 計： 835，178，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 300円 � 200円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 860円 �� 450円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 17，730円

票 数

単勝票数 計 619365 的中 � 144703（1番人気）
複勝票数 計 788494 的中 � 162212（1番人気）� 55367（6番人気）� 98684（3番人気）
枠連票数 計 210188 的中 （5－8） 21461（1番人気）
馬連票数 計1320479 的中 �� 45361（7番人気）
馬単票数 計 536678 的中 �� 10917（11番人気）
ワイド票数 計 787232 的中 �� 22857（11番人気）�� 48178（3番人気）�� 15514（19番人気）
3連複票数 計1757262 的中 ��� 33263（10番人気）
3連単票数 計2332087 的中 ��� 9533（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．6―37．2―49．6―1：01．5―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマリブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2019．8．3 札幌1着

2017．3．19生 牝3鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター 5戦2勝 賞金 39，148，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ミズリーナ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番）
※ミズリーナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



01071 1月18日 曇 稍重 （2京都1） 第6日 第11競走 ��
��1，400�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．1．12以降2．1．13まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
賞 品

本 賞 12，750，000
12，750，000

円
円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円

付 加 賞 243，000
243，000

円
円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

46 バティスティーニ 牡7鹿 54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B496＋ 81：23．6 34．4�
（独）

611 ラ プ タ ス �4鹿 55 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 464± 0 〃 同着 1．7�

22 � ワンダーアマービレ 牝6鹿 53 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 462－ 41：24．13 22．1�
11 メイショウアリソン 牡6黒鹿54 川須 栄彦松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502－ 6 〃 アタマ 52．7�
23 メイショウヤクシマ 牡7栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 480＋ 41：24．2クビ 13．5	
610 スピリットワンベル 牡5鹿 54 加藤 祥太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 546＋14 〃 アタマ 53．9

815 ノーフィアー 牡6栗 54 柴山 雄一平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 502± 01：24．62	 42．2�
47 ガ ン ジ ー 牡9栗 54 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 520＋ 21：24．7クビ 179．8�
59 メイショウヴォルガ 牡6鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 508＋ 8 〃 クビ 29．6
713 パイルーチェ 牝6栗 53 
島 良太西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B484＋ 41：24．91 103．7�
814 ダノンジャスティス 牡4鹿 55 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492－ 41：25．43 5．9�
34 ク ラ イ シ ス 牡7鹿 55 松山 弘平前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490± 01：25．71� 13．3�
35 スリーランディア 牝6鹿 52 国分 恭介永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 2 〃 クビ 62．8�
712 キラービューティ 牝6栗 53 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478± 01：25．8	 5．9�
58 � グランティエラ 牡6鹿 54 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 500－ 21：25．9クビ 105．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 76，901，000円 複勝： 101，343，200円 枠連： 43，430，200円
馬連： 210，894，000円 馬単： 96，758，200円 ワイド： 130，266，700円
3連複： 332，171，700円 3連単： 485，762，300円 計： 1，477，527，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

990円
120円 複 勝 �

�
590円
130円 � 360円 枠 連（4－6） 2，640円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 ��
��

5，950円
2，440円

ワ イ ド �� 1，300円 ��
��

5，570円
810円

3 連 複 ��� 19，150円 3 連 単 ���
���

93，630円
30，470円

票 数

単勝票数 計 769010 的中 � 17869（8番人気）� 342285（1番人気）
複勝票数 計1013432 的中 � 31651（8番人気）� 317898（1番人気）� 57469（6番人気）
枠連票数 計 434302 的中 （4－6） 12740（10番人気）
馬連票数 計2108940 的中 �� 45052（13番人気）
馬単票数 計 967582 的中 �� 6038（33番人気）�� 14992（16番人気）
ワイド票数 計1302667 的中 �� 25768（13番人気）�� 5774（46番人気）�� 43092（6番人気）
3連複票数 計3321717 的中 ��� 13007（60番人気）
3連単票数 計4857623 的中 ��� 1879（421番人気） ��� 5782（174番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―11．9―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．5―46．4―58．6―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バティスティーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．2．9生 牡7鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 23戦5勝 賞金 96，798，000円
ラ プ タ ス �

�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．2 阪神5着

2016．4．19生 �4鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 7戦4勝 賞金 37，193，000円
※出走取消馬 エルプシャフト号（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 エテルニテ号・コウエイアンカ号・コパノジャッキー号・スマートアルタイル号・スマートセラヴィー号・

バーンフライ号・ミスズフリオーソ号・ロードラズライト号
※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。

01072 1月18日 曇 良 （2京都1） 第6日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走16時10分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：31．3
1：30．3

良
良

510 テーオーアマゾン 牡4青鹿56 藤岡 佑介小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482－ 61：36．0 9．2�
47 ナンヨープランタン 牡5黒鹿57 福永 祐一中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：36．21� 2．2�
36 ダノンフォーチュン 牡5鹿 57

55 △斎藤 新�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 528＋ 2 〃 アタマ 17．8�
612 フェスタマドンナ 牝5鹿 55

53 △岩田 望来服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 508－ 41：36．73 35．7�

23 ウォーターブレイク 牝4黒鹿54 S．フォーリー 山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 7．9�

（愛）

611 ペプチドオーキッド 牡5鹿 57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 484± 0 〃 クビ 30．1	
12 オーダードリブン 牡7黒鹿57 坂井 瑠星 
社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 462＋10 〃 ハナ 8．7�
35 マジストラル 牡4鹿 56 	島 克駿 
サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋101：36．8クビ 37．2�
816 ベストクィーン 牝4栗 54 松山 弘平田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 424＋ 21：37．01
 46．7
713� パーティナシティ 牡4鹿 56 幸 英明ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

494－ 61：37．1� 9．3�
815 タニノミステリー �5黒鹿57 	島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 436± 01：37．2 61．1�
48 � チューダーローズ 牝4鹿 54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 谷川牧場 480± 01：37．3� 225．9�
714� ディスパーション 牝6栗 55 柴山 雄一村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470－ 61：37．4クビ 33．1�
59 ドラウプニル 牡4鹿 56 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B492＋141：38．25 7．4�

（独）

11 ルタンメルヴェイユ 牝5栗 55 川須 栄彦杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 下屋敷牧場 478＋ 21：40．1大差 184．0�
（15頭）

24 ト ス ア ッ プ 牝4栗 54 松若 風馬 
シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，694，900円 複勝： 68，818，500円 枠連： 25，415，200円
馬連： 127，656，400円 馬単： 52，972，600円 ワイド： 86，034，200円
3連複： 185，553，400円 3連単： 240，350，100円 計： 842，495，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 130円 � 520円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，740円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 29，690円

票 数

単勝票数 計 556949 的中 � 48366（5番人気）
複勝票数 計 688185 的中 � 51233（6番人気）� 192832（1番人気）� 25185（8番人気）
枠連票数 計 254152 的中 （4－5） 34857（1番人気）
馬連票数 計1276564 的中 �� 74929（5番人気）
馬単票数 計 529726 的中 �� 14565（8番人気）
ワイド票数 計 860342 的中 �� 42283（5番人気）�� 12120（21番人気）�� 24016（6番人気）
3連複票数 計1855534 的中 ��� 25457（13番人気）
3連単票数 計2403501 的中 ��� 5869（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．8―48．2―1：00．0―1：12．0―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 10－13（1，14）（9，12，16）（3，7）（6，11）2（8，15）5 4 10－（13，14）（1，9，12，16）7，3（6，11）2（8，15）5

勝馬の
紹 介

テーオーアマゾン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．2 中京4着

2016．2．12生 牡4青鹿 母 ミヤコレッドローズ 母母 ミヤコサンライズ 7戦2勝 賞金 13，700，000円
〔出走取消〕 トスアップ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルタンメルヴェイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月18日まで平地

競走に出走できない。
※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6日 1月18日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 153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

214，890，000円
24，870，000円
1，260，000円
22，590，000円
61，654，500円
4，207，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
499，570，000円
677，169，000円
188，102，800円
947，053，800円
457，593，100円
657，548，300円
1，370，780，500円
1，956，529，400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 6，754，346，900円

総入場人員 12，790名 （有料入場人員 12，114名）
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