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01037 1月14日 晴 稍重 （29京都1）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

46 メイショウラケーテ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 466± 01：53．6 10．5�
813 オーサムバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 494＋ 21：54．45 1．2�
33 バングライオン 牡3黒鹿56 武 豊ライオンレースホース� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450＋ 41：55．88 5．4�
34 アラノイケアリイ 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B452－ 21：56．01� 72．1�
11 スズカフューラー 牡3栗 56

55 ☆義 英真永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 422＋ 21：56．21� 129．9	
57 ヒミノクリスエス 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗佐々木八郎氏 鈴木 孝志 平取 原田 新治 B508＋ 21：56．41� 122．3

69 ライクアエンジェル 牝3鹿 54 松若 風馬�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420± 01：56．5� 29．2�
610 ハンズスミス 牡3鹿 56 国分 恭介永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456＋ 61：57．03 144．2�
58 サトノインプレス 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也里見 治氏 村山 明 浦河 東栄牧場 508－ 21：57．1� 81．1
814 メイショウタカモリ 牡3芦 56 和田 竜二松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 482－141：57．31� 22．4�
712 ビップハーデス 牡3栗 56 松田 大作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 山田牧場 504－ 21：57．61� 153．1�
22 ウエスタンアッレ 牡3鹿 56 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 516－ 21：57．7クビ 49．6�
45 クリノカエサル 牡3鹿 56

54 △城戸 義政栗本 博晴氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 470＋ 21：59．4大差 459．6�
711 ハーバーライナー 牡3黒鹿56 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 442＋ 62：00．99 322．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，544，800円 複勝： 102，467，600円 枠連： 12，495，300円
馬連： 47，485，700円 馬単： 34，890，600円 ワイド： 26，293，600円
3連複： 64，442，700円 3連単： 125，232，100円 計： 439，852，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 130円 � 100円 � 100円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 120円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 265448 的中 � 20197（3番人気）
複勝票数 計1024676 的中 � 33859（3番人気）� 846949（1番人気）� 70613（2番人気）
枠連票数 計 124953 的中 （4－8） 20229（2番人気）
馬連票数 計 474857 的中 �� 83254（2番人気）
馬単票数 計 348906 的中 �� 14312（6番人気）
ワイド票数 計 262936 的中 �� 31328（2番人気）�� 13492（5番人気）�� 79698（1番人気）
3連複票数 計 644427 的中 ��� 120843（1番人気）
3連単票数 計1252321 的中 ��� 19550（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．4―13．5―13．2―13．0―12．7―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．2―50．7―1：03．9―1：16．9―1：29．6―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウラケーテ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．4．6生 牡3黒鹿 母 クィーンロマンス 母母 オグリロマンス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカエサル号・ハーバーライナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

2月14日まで平地競走に出走できない。
※ヒミノクリスエス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01038 1月14日 雪 稍重 （29京都1）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

611 ミキノトランペット 牡3鹿 56 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 520＋141：54．7 4．0�
713 サンライズカラマ 牡3栗 56

55 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 478＋ 4 〃 クビ 24．0�

35 シゲルクーガー �3鹿 56
53 ▲荻野 極森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 474－ 21：55．23 9．0�

815 オ ク ラ ホ マ 牡3栗 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 510＋101：55．41� 6．8�
12 マサハヤスター 牡3栗 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476－141：55．5クビ 23．4�
48 ワンフォーオール 牡3芦 56 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 41：55．6� 2．2�
47 ワールドヴィジョン 牡3鹿 56 浜中 俊河村 	平氏 牧浦 充徳 浦河 多田 善弘 488± 0 〃 クビ 29．3

816 デッドポイント 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 むかわ 真壁 信一 442＋101：55．92 413．3�
612 ワンダーラジャ 牡3栗 56 小牧 太山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 496＋ 41：56．64 45．0�
24 ト ー マ ス 牡3青鹿56 池添 謙一 カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 436＋ 21：56．7� 34．3�
510 ナムラマリア 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 388－ 41：56．8クビ 24．8�
59 ハギノプレスト 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 506＋ 21：58．410 156．0�
714 トーキングポイント 牡3黒鹿56 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 B514－ 21：58．5クビ 172．2�
36 サーカムスタンス 牡3栗 56 V．シュミノー 吉田 勝己氏 池添 学 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋241：58．6� 32．9�
（仏）

23 テイエムメガパワー 牡3青鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 490＋ 81：59．02� 25．5�
11 カシノメガロス 牡3鹿 56 柴田 未崎柏木 務氏 田所 秀孝 新冠 前川 隆範 514－141：59．95 166．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，850，300円 複勝： 33，734，100円 枠連： 10，825，500円
馬連： 43，856，700円 馬単： 23，951，400円 ワイド： 29，821，000円
3連複： 64，838，800円 3連単： 79，670，000円 計： 311，547，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 500円 � 250円 枠 連（6－7） 4，140円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 690円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 53，930円

票 数

単勝票数 計 248503 的中 � 49356（2番人気）
複勝票数 計 337341 的中 � 52511（2番人気）� 14608（6番人気）� 36338（4番人気）
枠連票数 計 108255 的中 （6－7） 2025（15番人気）
馬連票数 計 438567 的中 �� 7681（15番人気）
馬単票数 計 239514 的中 �� 2404（23番人気）
ワイド票数 計 298210 的中 �� 5778（13番人気）�� 11619（6番人気）�� 4413（16番人気）
3連複票数 計 648388 的中 ��� 4537（32番人気）
3連単票数 計 796700 的中 ��� 1071（165番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．1―13．0―13．1―12．8―13．0―13．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．9―49．9―1：03．0―1：15．8―1：28．8―1：41．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ミキノトランペット �
�
父 トランセンド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2016．9．17 阪神5着

2014．3．21生 牡3鹿 母 インフィニータ 母母 オースミシャロン 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シゲルクーガー号の騎手荻野極は，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：15番）
〔その他〕 カシノメガロス号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
※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 ディストワリリー号・ヒミノクリスエス号
※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。

第１回 京都競馬 第４日



01039 1月14日 晴 稍重 （29京都1）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

713 トウカイシュテルン 牝3鹿 54 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 476＋ 21：26．2 7．6�
510 ランバージャック 牡3栗 56 M．デムーロ今西 和雄氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 41：26．3� 8．5�
35 ペプチドホープ 牡3鹿 56 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 478± 01：26．93� 37．3�
816 ポーラーブレイズ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 412＋ 4 〃 クビ 267．2�
36 メ ヌ エ ッ ト 牝3芦 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 442－ 2 〃 ハナ 2．0�
714 メイクミーハッピー 牡3栗 56 武 豊大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 444± 0 〃 ハナ 32．2	
612 メイショウジンダイ 牡3青鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 524＋ 2 〃 ハナ 23．6

48 アーダルベルト 牡3鹿 56 小牧 太菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B434± 01：27．32� 80．2�
59 トゥルーヒーロー 牡3黒鹿56 松若 風馬芹澤 精一氏 作田 誠二 浦河 高村牧場 476－ 41：27．51 6．5�
23 バルコラベーロ 牡3栗 56 浜中 俊 サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478± 01：27．82 8．7�
611 サンライズシー 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 4 〃 クビ 103．6�
24 ヤマノヒマワリ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋181：28．11� 11．2�
815 エスシーフロスト 牡3芦 56

55 ☆義 英真工藤 圭司氏 西橋 豊治 新ひだか 萩澤 國男 454＋ 21：28．52� 448．2�
12 シゲルポインター 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 464－ 21：29．03 379．1�
11 メイショウシオサイ 牡3鹿 56 松田 大作松本 好雄氏 中村 均 浦河 富田牧場 474± 01：29．53 225．2�
47 ショウナンカノン 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B436＋ 21：29．92� 67．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，958，900円 複勝： 39，773，500円 枠連： 13，994，500円
馬連： 43，901，500円 馬単： 27，202，100円 ワイド： 30，692，100円
3連複： 62，007，700円 3連単： 91，068，900円 計： 336，599，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 320円 � 970円 枠 連（5－7） 1，140円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 900円 �� 3，270円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 27，940円 3 連 単 ��� 97，670円

票 数

単勝票数 計 279589 的中 � 29250（3番人気）
複勝票数 計 397735 的中 � 51119（2番人気）� 33630（5番人気）� 9078（9番人気）
枠連票数 計 139945 的中 （5－7） 9482（5番人気）
馬連票数 計 439015 的中 �� 14463（8番人気）
馬単票数 計 272021 的中 �� 4529（15番人気）
ワイド票数 計 306921 的中 �� 9192（9番人気）�� 2371（30番人気）�� 1704（35番人気）
3連複票数 計 620077 的中 ��� 1664（72番人気）
3連単票数 計 910689 的中 ��� 676（273番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．4―12．7―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．6―1：00．3―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．6
3 ・（3，9）（6，13）14－12－5－16（7，15）8（11，10）－（1，4）＝2 4 3，9（6，13）14，12，5，16，15（8，10）11－（1，7，4）＝2

勝馬の
紹 介

トウカイシュテルン �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．9．4 小倉10着

2014．5．22生 牝3鹿 母 トウカイセレブ 母母 トウカイティアラ 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 ポーラーブレイズ号の騎手城戸義政は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）

トウカイシュテルン号の騎手福永祐一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 2頭 クリスタルバブルス号・マイアフェクション号
（非抽選馬） 3頭 キーダッシュ号・フジノアカネ号・ムテキングス号

01040 1月14日 晴 稍重 （29京都1）第4日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 クインズマラクータ 牡3栗 56 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 520 ―1：27．4 11．5�
815 シュンノカミ 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 500 ―1：27．82� 8．2�
48 スズカチャレンジ 牡3鹿 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 490 ―1：28．11� 5．2�
816 ソニックセンス 牡3鹿 56 水口 優也奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 476 ―1：29．37 70．2�
11 ゴートゥームーヴ 牡3青鹿56 福永 祐一飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：29．51	 12．2�
12 クリノキング 
3栗 56

53 ▲坂井 瑠星栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 466 ―1：29．6� 155．8�
714 ニホンピロメアリー 牝3黒鹿54 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 440 ―1：30．23� 174．3	
713 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434 ―1：31．26 16．6

47 パルトネール 牝3栗 54 V．シュミノー 手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 512 ― 〃 ハナ 21．1�

（仏）

510 トーアバカラ 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也高山ランド� 松永 昌博 豊浦トーア牧場 470 ―1：31．73 69．3

612� エイシンククルカン 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 愛 K. K. Ei-
shindo 484 ―1：31．8� 4．2�

59 クリスプウインド 牝3青鹿 54
51 ▲森 裕太朗 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 478 ―1：32．0� 55．3�

23 � クィーンズロード 牝3鹿 54 浜中 俊林 正道氏 橋口 慎介 米 Joe Engel-
hart 490 ―1：32．2� 3．3�

611 クインズヌーサ 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 472 ― 〃 クビ 23．3�

36 パープルフランケン 牡3鹿 56
55 ☆義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 浦河 市正牧場 436 ―1：32．3クビ 249．3�

24 モーニングニュース 牝3鹿 54 高倉 稜井高 義光氏 松下 武士 新ひだか 井高牧場 510 ― 〃 ハナ 59．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，783，100円 複勝： 30，076，800円 枠連： 13，532，700円
馬連： 43，022，500円 馬単： 22，255，100円 ワイド： 26，098，700円
3連複： 54，904，000円 3連単： 67，740，100円 計： 282，413，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 290円 � 240円 � 180円 枠 連（3－8） 5，620円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，030円 �� 880円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 61，690円

票 数

単勝票数 計 247831 的中 � 17122（5番人気）
複勝票数 計 300768 的中 � 24019（5番人気）� 32178（4番人気）� 47787（3番人気）
枠連票数 計 135327 的中 （3－8） 1865（20番人気）
馬連票数 計 430225 的中 �� 7024（18番人気）
馬単票数 計 222551 的中 �� 1587（41番人気）
ワイド票数 計 260987 的中 �� 4778（17番人気）�� 6560（12番人気）�� 7704（10番人気）
3連複票数 計 549040 的中 ��� 5221（26番人気）
3連単票数 計 677401 的中 ��� 796（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．3―48．8―1：01．9―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズマラクータ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．3．19生 牡3栗 母 ケイアイデイジー 母母 ケイアイギャラリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 クインズマラクータ号の調教師山内研二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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 クールブルーズ号・ケイツーフラン号・テンモース号・ブルベアジュラフ号・マンハッタンロック号・

ミスズバード号・ミリフィカ号・メイショウクジャク号
※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。



01041 1月14日 晴 良 （29京都1）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

59 ルーズベルトゲーム 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 434－ 21：36．5 4．8�
11 ファームフェイス 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 472＋28 〃 クビ 9．8�
816 ユイフィーユ 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：36．6クビ 2．7�
48 キスミーワンス 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 436－ 41：36．7� 11．2�
815 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：36．91� 44．9	
24 マ ナ ロ ー ラ 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446± 0 〃 クビ 21．2


612 デルマコイウタ 牝3鹿 54 池添 謙一浅沼 廣幸氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 446－ 21：37．0� 7．8�
12 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 松若 風馬山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 434＋ 61：37．21� 25．9�
36 イェーガーオレンジ 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 61：37．3� 8．4
714 ミヤジマミー 牝3黒鹿54 和田 竜二曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 下屋敷牧場 470＋ 41：37．4クビ 31．3�
35 ア ス テ ィ ル 牝3鹿 54 V．シュミノー �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：37．5� 15．1�

（仏）

510 シ ョ ル ト 牝3黒鹿 54
53 ☆義 英真杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 466＋101：38．14 73．8�

713 スカイリモーネ 牝3鹿 54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 市川牧場 442± 01：38．63 167．0�
47 ローズクイーン 牝3鹿 54 古川 吉洋ライオンレースホース� 木原 一良 浦河 モトスファーム 460＋ 21：39．77 316．3�
23 エイシンウメ 牝3栗 54 高倉 稜�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 464－ 41：39．91 361．8�
611 ダノンキラメキ 牝3黒鹿54 小牧 太�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 442－ 81：40．22 156．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，914，500円 複勝： 50，232，800円 枠連： 15，737，700円
馬連： 63，329，700円 馬単： 29，033，900円 ワイド： 41，510，600円
3連複： 82，473，300円 3連単： 100，329，700円 計： 417，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 290円 � 140円 枠 連（1－5） 2，020円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 930円 �� 300円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 14，110円

票 数

単勝票数 計 349145 的中 � 57947（2番人気）
複勝票数 計 502328 的中 � 75842（2番人気）� 34432（6番人気）� 119971（1番人気）
枠連票数 計 157377 的中 （1－5） 6028（8番人気）
馬連票数 計 633297 的中 �� 18070（9番人気）
馬単票数 計 290339 的中 �� 5016（13番人気）
ワイド票数 計 415106 的中 �� 10387（11番人気）�� 38986（1番人気）�� 22829（3番人気）
3連複票数 計 824733 的中 ��� 31057（3番人気）
3連単票数 計1003297 的中 ��� 5152（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．6―47．8―1：00．0―1：12．4―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルーズベルトゲーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sahm デビュー 2016．12．4 中京2着

2014．2．20生 牝3黒鹿 母 サ プ レ ザ 母母 Sorpresa 3戦1勝 賞金 8，300，000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。
（非当選馬） 1頭 ダンツストーク号
（非抽選馬） 1頭 ベルエスメラルダ号
※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。

01042 1月14日 曇 稍重 （29京都1）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時05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

23 � アンナペレンナ 牝4芦 54 小牧 太中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-
velopments 514＋121：52．4 8．7�

713 オウケンワールド 牡5芦 57 M．デムーロ福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 502＋101：52．61 3．2�
611 ピスコサワー 牡4黒鹿56 V．シュミノー 金子真人ホールディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 504－ 41：53．02	 17．8�

（仏）

714 トウショウコマンチ 牡4青鹿 56
53 ▲坂井 瑠星トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514± 0 〃 アタマ 18．4�

59 サトノスーペリア 
6黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 4．1�
36 イェドプリオル 牡5青鹿 57

54 ▲荻野 極�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522－ 6 〃 アタマ 13．8	
35 ナンヨーアーミー 牡4鹿 56 藤岡 佑介中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 538＋ 6 〃 アタマ 58．1

12 ダ ン カ ン 牡5鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460± 01：53．63	 25．2�
24 マイネルアトゥー 牡4青鹿56 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム B460＋121：53．7クビ 22．1�
48 メリーモナーク 
5鹿 57

55 △城戸 義政 キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム B476－ 2 〃 クビ 41．9�
47 ワールドリースター 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太 サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：53．91 69．6�

510� マテラリードル 牡4鹿 56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham
Stable LLC 516＋201：54．43 20．5�

816� サンマルクラウン 牡4鹿 56
53 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 468－10 〃 ハナ 141．4�

815 ヒルノマレット 牡5黒鹿57 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 522＋161：54．93 47．0�
612 アドマイヤロマン 牡4栗 56 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋12 〃 ハナ 5．4�
11 ブルーガーディアン 牡5黒鹿57 高倉 稜 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 466＋ 21：56．39 446．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，944，600円 複勝： 42，527，100円 枠連： 16，527，400円
馬連： 65，565，300円 馬単： 30，125，800円 ワイド： 39，777，600円
3連複： 84，953，100円 3連単： 99，919，400円 計： 409，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 170円 � 410円 枠 連（2－7） 1，430円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，960円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 51，010円

票 数

単勝票数 計 299446 的中 � 27471（4番人気）
複勝票数 計 425271 的中 � 36317（4番人気）� 78240（2番人気）� 23035（6番人気）
枠連票数 計 165274 的中 （2－7） 8941（4番人気）
馬連票数 計 655653 的中 �� 24954（4番人気）
馬単票数 計 301258 的中 �� 5040（8番人気）
ワイド票数 計 397776 的中 �� 12412（5番人気）�� 3337（28番人気）�� 9217（10番人気）
3連複票数 計 849531 的中 ��� 6103（26番人気）
3連単票数 計 999194 的中 ��� 1420（142番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．4―12．9―12．5―13．0―13．0―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．7―48．6―1：01．1―1：14．1―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�アンナペレンナ �
�
父 Tale of Ekati �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2016．1．24 京都3着

2013．4．20生 牝4芦 母 Maria’s Storm 母母 Bayou Storm 7戦2勝 賞金 15，410，000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。
（非当選馬） 1頭 ミラクルユニバンス号
（非抽選馬） 1頭 カシノランド号
※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。



01043 1月14日 曇 良 （29京都1）第4日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・右・外）

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
2：10．0
2：09．9

良
良

36 リ セ エ ン ヌ 牝4青鹿54 松若 風馬吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416＋ 62：15．5 20．2�
47 メイケイレジェンド 牡4鹿 56 武 豊名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 474－ 22：15．6� 5．0�
11 � スティルウォーター 牝4黒鹿54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 400± 02：15．81� 12．3�
24 ダノンサンシャイン 牡4栗 56 和田 竜二�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B496＋162：16．01� 30．9�
510 ニホンピロカーン 牡4鹿 56 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466± 02：16．1� 8．4�
12 マイネルレオーネ 牡5黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408＋ 42：16．31� 8．4	
714 サトノオニキス 牝4黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 420＋ 6 〃 クビ 13．1

59 レ ン ト ラ ー 牡5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム B466＋ 42：16．4クビ 12．8�
611 グローリーミスト 牡4青鹿56 古川 吉洋 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：16．5	 223．2
816 エクセレントミスズ 牡4鹿 56

55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 464＋ 4 〃 クビ 6．3�
815� ヒカリノカケラ 
5黒鹿 57

54 ▲荻野 極岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 436－ 82：16．6クビ 366．5�
23 エアワイバーン 牡4青鹿56 C．ルメール �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 534＋ 2 〃 クビ 3．5�
612� クリノチョモラーリ 牝7栗 55

52 ▲森 裕太朗栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 B494± 02：17．98 239．3�
48 ライブリシュナイト 牡4鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 478± 02：18．0クビ 222．2�
35 マハロチケット 牡6鹿 57 V．シュミノー 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 484＋ 42：18．31� 94．8�

（仏）

713� ラガーエミリー 牝4黒鹿54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 468＋ 42：18．62 34．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，556，300円 複勝： 44，348，500円 枠連： 17，633，400円
馬連： 61，393，800円 馬単： 26，841，800円 ワイド： 38，572，500円
3連複： 79，500，500円 3連単： 93，858，700円 計： 391，705，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 720円 � 230円 � 470円 枠 連（3－4） 5，010円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 15，650円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 3，500円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 20，170円 3 連 単 ��� 137，190円

票 数

単勝票数 計 295563 的中 � 11662（9番人気）
複勝票数 計 443485 的中 � 14367（9番人気）� 59918（3番人気）� 23080（8番人気）
枠連票数 計 176334 的中 （3－4） 2724（20番人気）
馬連票数 計 613938 的中 �� 8093（26番人気）
馬単票数 計 268418 的中 �� 1286（61番人気）
ワイド票数 計 385725 的中 �� 4135（31番人気）�� 2794（41番人気）�� 7886（15番人気）
3連複票数 計 795005 的中 ��� 2955（75番人気）
3連単票数 計 938587 的中 ��� 496（473番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．2―12．4―13．2―13．6―12．9―12．6―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．1―34．9―47．1―59．5―1：12．7―1：26．3―1：39．2―1：51．8―2：03．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ セ エ ン ヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2015．8．23 小倉12着

2013．2．5生 牝4青鹿 母 ラ ブ ー ム 母母 La Bouche 9戦2勝 賞金 18，400，000円
〔制裁〕 エクセレントミスズ号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・10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。

01044 1月14日 曇 稍重 （29京都1）第4日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

59 スターリーウインド 牝5黒鹿55 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480＋ 21：25．9 5．4�

48 ベ ル ク リ ア 牝4芦 54 M．デムーロ水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 458－ 61：26．0� 3．2�
612 グランシュクレ 牝5芦 55

54 ☆加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 458± 01：26．1クビ 33．2�
713 ディナスティーア 牝5鹿 55

52 ▲荻野 極下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 516－ 21：26．2� 5．1�
11 スターペスユウコ 牝6鹿 55 武 豊河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 466＋ 6 〃 アタマ 12．0	
47 ヤマカツサファイヤ 牝4青鹿54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 508－ 61：26．51� 40．4

714 トラストマヴィア 牝4黒鹿54 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 492＋ 41：26．6� 35．7�
510 ペプチドブラッサム 牝4鹿 54 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 416＋ 21：26．7� 118．3�
12 サ ラ マ ン カ 牝4黒鹿54 小牧 太荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 518＋ 41：26．91	 56．4
23 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿54 福永 祐一�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 458－ 2 〃 クビ 23．0�
611 ラッシュストーム 牝4黒鹿54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 468－ 21：27．0� 333．3�
35 マルクデラポム 牝4青鹿54 松田 大作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 480－ 21：27．21	 35．2�
816 ウォーターピオニー 牝4鹿 54 松若 風馬山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 434＋ 41：27．3クビ 8．1�
815 クラシックリディア 牝4黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：27．83 29．8�
24 
 ウイングタイガー 牝5鹿 55 高倉 稜 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 430＋ 21：27．9� 313．5�
36 オールスマイル 牝4青鹿54 V．シュミノー 前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 2 （競走中止） 7．2�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，295，100円 複勝： 56，258，200円 枠連： 18，801，200円
馬連： 76，793，400円 馬単： 33，446，200円 ワイド： 46，786，000円
3連複： 104，490，600円 3連単： 123，496，900円 計： 496，367，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 150円 � 590円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，060円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 40，860円

票 数

単勝票数 計 362951 的中 � 53032（3番人気）
複勝票数 計 562582 的中 � 82161（3番人気）� 122778（1番人気）� 17674（8番人気）
枠連票数 計 188012 的中 （4－5） 19461（1番人気）
馬連票数 計 767934 的中 �� 64663（1番人気）
馬単票数 計 334462 的中 �� 11914（5番人気）
ワイド票数 計 467860 的中 �� 33862（1番人気）�� 3670（33番人気）�� 6571（20番人気）
3連複票数 計1044906 的中 ��� 6707（37番人気）
3連単票数 計1234969 的中 ��� 2191（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．7―48．6―1：01．3―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターリーウインド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Woodman デビュー 2015．5．2 新潟1着

2012．2．20生 牝5黒鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 18戦2勝 賞金 34，016，000円
〔騎手変更〕 ウイングタイガー号の騎手国分優作は，検査のため高倉稜に変更。
〔発走状況〕 オールスマイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 オールスマイル号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ベルクリア号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オールスマイル号は，平成29年1月15日から平成29年2月13日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。



01045 1月14日 曇 良 （29京都1）第4日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 賞
発走14時35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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

44 オールザゴー 牡3鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 21：35．8 11．1�

22 ナンヨーマーズ 牡3鹿 56 福永 祐一中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 81：36．12 10．1�
810 サ ロ ニ カ 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 430－ 41：36．2クビ 3．8�
11 クリノヤマトノオー 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 454＋ 2 〃 ハナ 40．4�
66 シゲルボブキャット 牡3栗 56 高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 452－ 41：36．51� 83．9�
33 ハローユニコーン 牝3鹿 54 坂井 瑠星 	CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 442＋ 2 〃 クビ 15．1

77 ナムラライラ 牝3黒鹿54 松若 風馬奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 458± 01：36．82 66．1�
89 セイイーグル 牡3鹿 56 C．ルメール 吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 454－ 61：36．9クビ 19．4�
55 サングレーザー 牡3青鹿56 武 豊	G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 474± 01：37．0	 1．7
78 サトノクロノス 牡3青鹿56 V．シュミノー 里見 治氏 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 464＋241：37．21
 14．8�

（仏）

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，893，700円 複勝： 99，998，000円 枠連： 18，018，000円
馬連： 97，246，600円 馬単： 57，460，200円 ワイド： 48，090，000円
3連複： 114，358，600円 3連単： 248，373，100円 計： 730，438，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 460円 � 410円 � 280円 枠 連（2－4） 4，210円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 850円 �� 630円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 47，150円

票 数

単勝票数 計 468937 的中 � 33654（4番人気）
複勝票数 計 999980 的中 � 54871（4番人気）� 61719（3番人気）� 101178（2番人気）
枠連票数 計 180180 的中 （2－4） 3312（12番人気）
馬連票数 計 972466 的中 �� 17840（13番人気）
馬単票数 計 574602 的中 �� 5001（24番人気）
ワイド票数 計 480900 的中 �� 11203（12番人気）�� 14383（9番人気）�� 20261（7番人気）
3連複票数 計1143586 的中 ��� 14222（20番人気）
3連単票数 計2483731 的中 ��� 3819（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―35．5―47．6―1：00．0―1：12．5―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールザゴー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．2 中山2着

2014．1．19生 牡3鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 5戦2勝 賞金 20，073，000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。

01046 1月14日 曇 良 （29京都1）第4日 第10競走 ��1，800�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

812 アドマイヤリード 牝4青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：47．5 2．7�
57 エイシンティンクル 牝4芦 54 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 494－ 21：47．6� 2．7�
813 レーヌドブリエ 牝5栗 55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 450＋141：48．23� 14．5�
711 キンショーユキヒメ 牝4芦 54 M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 520＋ 2 〃 ハナ 7．9�
69 クィーンチャーム 牝5黒鹿55 V．シュミノー �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 444＋ 21：48．3� 21．3	

（仏）

710 アプリコットベリー 牝5青鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402－ 21：48．4� 22．3


11 ベアインマインド 牝4鹿 54 C．ルメール 宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 424－ 41：48．61	 6．3�
45 ヤマニンエルフィン 牝6鹿 55 松田 大作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 486－ 21：49．02� 90．1�
56 エ マ ノ ン 牝4黒鹿54 池添 謙一丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 アタマ 36．3
22 ジ ル ダ 牝5鹿 55 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 428－ 41：49．63� 132．8�
68 マイネリベルタス 牝6鹿 55 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 444± 0 〃 アタマ 47．8�
33 
 レディカリビアン 牝6芦 55 国分 優作山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 456± 01：49．81	 420．5�
44 マイネボニータ 牝6栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 428＋121：50．01 171．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 55，191，800円 複勝： 72，084，400円 枠連： 26，712，400円
馬連： 132，702，800円 馬単： 57，675，300円 ワイド： 61，133，000円
3連複： 158，142，000円 3連単： 247，343，200円 計： 810，984，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 270円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 200円 �� 580円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 551918 的中 � 160510（2番人気）
複勝票数 計 720844 的中 � 185893（1番人気）� 143299（2番人気）� 47945（5番人気）
枠連票数 計 267124 的中 （5－8） 56544（1番人気）
馬連票数 計1327028 的中 �� 238145（1番人気）
馬単票数 計 576753 的中 �� 44566（2番人気）
ワイド票数 計 611330 的中 �� 92991（1番人気）�� 23831（8番人気）�� 23928（7番人気）
3連複票数 計1581420 的中 ��� 79371（3番人気）
3連単票数 計2473432 的中 ��� 32639（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―12．1―12．3―12．0―12．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．8―47．9―1：00．2―1：12．2―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤリード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Numerous デビュー 2015．7．11 中京1着

2013．3．18生 牝4青鹿 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 11戦3勝 賞金 53，903，000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。



01047 1月14日 曇 良 （29京都1）第4日 第11競走 ��
��1，600�

しんしゅん

新春ステークス
発走15時45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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

813 トーキングドラム 牡7鹿 57 V．シュミノー 下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480－ 41：34．6 22．8�
（仏）

46 レッドアヴァンセ 牝4黒鹿54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 3．4�
610 ティーエスネオ 牡6芦 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 536＋ 61：34．8� 12．3�
69 	 ストーンウェア 牡5鹿 57 浜中 俊吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 474± 0 〃 ハナ 7．6�
711 マサハヤドリーム 牡5鹿 57 福永 祐一中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478± 01：34．9
 8．3	
814 ハッピーユニバンス 牝5黒鹿55 池添 謙一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 29．4

712 ツィンクルソード 牡6芦 57 小牧 太 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 ハナ 164．1�
33 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿56 武 豊河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B464＋ 21：35．0クビ 2．8
11 ネオスターダム 牡5黒鹿57 C．ルメール 一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488± 01：35．1
 8．2�
57 ビナイーグル 牡4鹿 56 松若 風馬井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 512＋ 41：35．42 20．5�
58 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 55 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 460＋ 21：35．61 180．9�
22 ボンジュールココロ 牝7鹿 55 藤岡 佑介田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 490＋ 41：35．91� 98．2�
34 カフェリュウジン 牡7鹿 57 加藤 祥太西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 540＋ 61：36．11
 275．6�
45 アンブリッジ 牡7鹿 57 秋山真一郎佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 139．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 87，701，200円 複勝： 119，259，800円 枠連： 52，593，200円
馬連： 279，648，100円 馬単： 114，819，900円 ワイド： 121，283，300円
3連複： 371，774，400円 3連単： 579，884，100円 計： 1，726，964，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 550円 � 200円 � 340円 枠 連（4－8） 2，600円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 12，060円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 3，280円 �� 970円

3 連 複 ��� 18，560円 3 連 単 ��� 141，840円

票 数

単勝票数 計 877012 的中 � 30698（8番人気）
複勝票数 計1192598 的中 � 49154（8番人気）� 184454（2番人気）� 86644（6番人気）
枠連票数 計 525932 的中 （4－8） 15674（12番人気）
馬連票数 計2796481 的中 �� 43247（20番人気）
馬単票数 計1148199 的中 �� 7140（40番人気）
ワイド票数 計1212833 的中 �� 19993（19番人気）�� 9263（32番人気）�� 33150（11番人気）
3連複票数 計3717744 的中 ��� 15016（54番人気）
3連単票数 計5798841 的中 ��� 2964（358番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．0―47．0―58．8―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4F47．6―3F35．8
3 10，4，12（1，5）13，8－6－3，9（2，7）11－14 4 ・（10，12）4（1，13）－（8，5）6－（3，9）－（2，7）11－14

勝馬の
紹 介

トーキングドラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．19 中山3着

2010．3．6生 牡7鹿 母 トランシーフレーズ 母母 アンスチユアート 19戦4勝 賞金 77，668，000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。

01048 1月14日 曇 稍重 （29京都1）第4日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時20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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 ワンダーサジェス 牝4鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 486＋ 61：24．2 3．6�
24 タガノヴィアーレ 牝4栗 54 秋山真一郎八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528－12 〃 クビ 6．4�
12 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 484＋101：24．3クビ 7．7�
35 � トレジャーステイト 牝5鹿 55 V．シュミノー �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：24．4� 80．1�

（仏）

611� クレアドール 牝6青鹿 55
52 ▲坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496－101：24．5� 16．5	

714� アドマイヤシャドウ 牡8鹿 57 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 484＋ 21：24．6クビ 66．9

612 ファビラスヒーロー �4芦 56 藤岡 佑介吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 476－ 61：24．91� 9．8�
36 ア バ ン サ ル �6栗 57 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 502± 01：25．0クビ 167．3�
48 タンギモウジア 牝4鹿 54

51 ▲荻野 極桑畑 信氏 橋口 慎介 洞	湖 レイクヴィラファーム 518± 0 〃 クビ 14．0�
816 ピュアコンチェルト 牝4鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 434＋ 21：25．21
 53．2�
23 ソーディヴァイン 牝4鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 522－ 41：25．4� 5．4�
510 メイショウオオカゼ 牡7黒鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528＋10 〃 クビ 95．0�

59 ハラペーニョペパー 牝5芦 55 浜中 俊 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 504－ 21：25．6� 5．8�
11 ステイウェル 牡7黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 486－101：25．7� 114．4�

713 ウォーシップマーチ 牡7黒鹿 57
56 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482＋101：26．23 48．3�

47 メイショウバーズ 牝4鹿 54 古川 吉洋松本 好氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 458－161：26．3� 112．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，098，700円 複勝： 95，180，000円 枠連： 40，749，400円
馬連： 159，467，200円 馬単： 62，904，000円 ワイド： 85，831，500円
3連複： 208，623，600円 3連単： 282，900，100円 計： 998，754，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 220円 � 250円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 470円 �� 710円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 15，430円

票 数

単勝票数 計 630987 的中 � 138355（1番人気）
複勝票数 計 951800 的中 � 206485（1番人気）� 103546（4番人気）� 84455（5番人気）
枠連票数 計 407494 的中 （2－8） 58931（1番人気）
馬連票数 計1594672 的中 �� 110982（3番人気）
馬単票数 計 629040 的中 �� 22652（4番人気）
ワイド票数 計 858315 的中 �� 49277（4番人気）�� 30630（8番人気）�� 18594（16番人気）
3連複票数 計2086236 的中 ��� 43711（10番人気）
3連単票数 計2829001 的中 ��� 13290（26番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．2―12．8―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．2―46．4―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 8，9（3，4）（5，15）－12（1，10）6，2－11－16，7，14，13 4 8，9（3，4）（5，15）12，1（2，6，10）11（16，14）13，7

勝馬の
紹 介

ワンダーサジェス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．3．12 阪神1着

2013．5．13生 牝4鹿 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 7戦3勝 賞金 32，018，000円
〔その他〕 ピュアコンチェルト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピュアコンチェルト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年2月14日まで出走できない。
※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。



（29京都1）第4日 1月14日（土曜日） 晴一時雪後曇 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
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

194，520，000円
2，530，000円
14，070，000円
1，300，000円
21，480，000円
70，693，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
487，733，000円
785，940，800円
257，620，700円
1，114，413，300円
520，606，300円
595，889，900円
1，450，509，300円
2，139，816，300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 7，352，529，600円

総入場人員 11，765名 （有料入場人員 11，080名）
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