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04001 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510 スマートアムール 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 440－ 21：12．8 1．4�
12 エイドローン 牝3青鹿54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 482＋ 41：13．54 4．2�
11 ダブルミステリー 牝3栗 54 浜中 俊西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 436± 0 〃 アタマ 12．7�
714 タガノマニカ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 448± 01：14．03 13．9�
713 ドナペリドット 牝3青鹿54 福永 祐一田� 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 454－ 61：14．63� 16．5	
612 コパノオリジナル 牝3鹿 54 国分 優作小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 430－121：14．7� 76．2

35 メイショウマライカ 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 392＋ 21：14．8� 293．6�
611 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54

53 ☆小崎 綾也水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：14．9クビ 131．7�
815 アラタマクリスエス 牝3鹿 54 和田 竜二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 442－ 21：15．0� 67．7
24 アイファーチャンス 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 元茂 義一 428－ 41：15．1� 94．6�
36 エフヨンエフ 牝3黒鹿54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 浦河 榊原 敏明 474－ 21：15．2クビ 29．1�
23 キットダイジョウブ 牝3黒鹿54 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 420＋ 81：15．41� 34．8�
48 アズユーウィッシュ 牝3栗 54 川島 信二 �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 456± 01：15．61� 146．3�
47 マヤアムール 牝3栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 432－ 41：16．02� 430．6�
59 クラッシーデイム 牝3青鹿54 太宰 啓介山上 和良氏 坂口 正則 浦河 南部 功 480± 01：17．8大差 183．3�
816 テイエムワンダフル 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 多田 善弘 446－ 2 （競走中止） 231．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，393，200円 複勝： 103，002，600円 枠連： 14，368，600円
馬連： 44，139，400円 馬単： 29，890，100円 ワイド： 31，111，900円
3連複： 69，718，800円 3連単： 115，100，900円 計： 429，725，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 160円 枠 連（1－5） 170円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 310円 �� 370円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，210円

票 数

単勝票数 計 223932 的中 � 120757（1番人気）
複勝票数 計1030026 的中 � 825194（1番人気）� 88991（2番人気）� 27598（3番人気）
枠連票数 計 143686 的中 （1－5） 62416（1番人気）
馬連票数 計 441394 的中 �� 148811（1番人気）
馬単票数 計 298901 的中 �� 71196（1番人気）
ワイド票数 計 311119 的中 �� 89788（1番人気）�� 20466（3番人気）�� 16215（5番人気）
3連複票数 計 697188 的中 ��� 104620（1番人気）
3連単票数 計1151009 的中 ��� 68587（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．8―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．0―48．3―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアムール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2016．6．25 函館3着

2014．3．5生 牝3栗 母 ラ ー ナ ッ ク 母母 Gardd 6戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 テイエムワンダフル号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラッシーデイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月28日まで平地

競走に出走できない。

04002 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

44 ダノンロッソ 牡3青鹿56 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：53．8 1．4�
22 メイショウハチク 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 462＋ 21：53．9� 7．2�
11 セヴィルロアー 牡3鹿 56 S．フォーリー 北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 480± 01：54．0� 25．7�

（愛）

811 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± 01：54．53 5．9�
68 シンゼンキング 牡3黒鹿56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468－ 21：55．24 77．5�
55 サザンブリーズ 牡3鹿 56 浜中 俊林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 512＋ 6 〃 クビ 39．7	
67 ゲットグローリー 牡3鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋221：55．73 187．5

812 シゲルクーガー �3鹿 56 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 474± 01：55．8クビ 12．9�
56 ミラクルシップ 牡3鹿 56 国分 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 478＋ 21：56．44 23．8�
33 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 506－ 21：56．93 139．3
710 トーヨーピース 牡3鹿 56 酒井 学中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：57．32� 17．2�
79 パープルフランケン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗中野 銀十氏 福島 信晴 浦河 市正牧場 430－ 61：58．15 357．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，339，400円 複勝： 94，417，400円 枠連： 13，089，300円
馬連： 40，770，100円 馬単： 29，223，600円 ワイド： 26，248，600円
3連複： 57，345，400円 3連単： 108，929，600円 計： 397，363，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 290円 枠 連（2－4） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 220円 �� 520円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 273394 的中 � 147726（1番人気）
複勝票数 計 944174 的中 � 732328（1番人気）� 42976（3番人気）� 18847（5番人気）
枠連票数 計 130893 的中 （2－4） 24893（2番人気）
馬連票数 計 407701 的中 �� 73567（2番人気）
馬単票数 計 292236 的中 �� 38742（2番人気）
ワイド票数 計 262486 的中 �� 36635（2番人気）�� 11969（6番人気）�� 4316（16番人気）
3連複票数 計 573454 的中 ��� 18213（8番人気）
3連単票数 計1089296 的中 ��� 17856（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．6―50．6―1：03．5―1：16．2―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンロッソ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．7 京都2着

2014．1．24生 牡3青鹿 母 クリムゾンブーケ 母母 スカーレットローズ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 ゲットグローリー号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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２回 京都競馬 第１日



04003 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 キタサンシーザー 牡3黒鹿56 武 豊�大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 488＋ 21：26．1 5．6�
36 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 512－ 4 〃 クビ 13．5�
11 タマモブローチ 牝3青鹿54 池添 謙一タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 430－121：26．52� 26．4�
59 キンシノスパーク 牡3栗 56 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 474＋ 21：26．6クビ 18．9�
12 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 486－ 41：26．81� 7．3	
611 サトノホルス 牡3栗 56 浜中 俊里見 治氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B466± 01：27．97 6．8

48 キーダッシュ 牡3栗 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 青森 大前 典男 484－121：28．11 17．5�
612 サトノファイヤー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 476± 0 〃 アタマ 4．0�
35 メイショウイッポン 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 492＋ 4 〃 クビ 35．9
47 クリノルイーザ 牝3鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 横井 哲 426± 01：29．27 461．7�
815 テイエムガリバー 牡3栗 56 川島 信二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 中地 義次 496± 01：29．3� 91．4�
713 コスモマツカゼ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 41：29．4� 244．1�
714 ラ フ ァ エ ラ 牝3栗 54

52 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 430＋ 61：29．5クビ 59．6�

816 クリノアントニヌス 牡3栗 56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 524＋ 41：30．35 4．3�
510 スマートカペラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 440－ 81：30．4� 72．1�
23 グレートコマンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：30．61� 65．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，433，800円 複勝： 38，861，000円 枠連： 14，607，100円
馬連： 47，429，300円 馬単： 22，062，900円 ワイド： 31，511，400円
3連複： 67，785，800円 3連単： 78，005，500円 計： 323，696，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 480円 � 610円 枠 連（2－3） 3，150円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 2，200円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 32，650円 3 連 単 ��� 113，100円

票 数

単勝票数 計 234338 的中 � 33292（3番人気）
複勝票数 計 388610 的中 � 49067（3番人気）� 20134（7番人気）� 15033（9番人気）
枠連票数 計 146071 的中 （2－3） 3588（12番人気）
馬連票数 計 474293 的中 �� 7400（18番人気）
馬単票数 計 220629 的中 �� 2096（28番人気）
ワイド票数 計 315114 的中 �� 5321（17番人気）�� 3695（28番人気）�� 1951（39番人気）
3連複票数 計 677858 的中 ��� 1557（97番人気）
3連単票数 計 780055 的中 ��� 500（344番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．6―47．0―59．7―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンシーザー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．17 阪神3着

2014．3．25生 牡3黒鹿 母 キンセイマル 母母 コミニュケーション 3戦1勝 賞金 6，800，000円

04004 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

810 エルデュクラージュ 牡3芦 56 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：52．4 1．9�
33 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 464－ 21：52．61� 3．4�
66 タガノポムル 牡3栗 56 藤岡 佑介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 41：52．7� 19．3�
77 メイプルブラザー 牡3栗 56 和田 竜二節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 468± 01：52．91 46．4�
22 ス ペ ク タ ー 牝3鹿 54 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 486－ 2 〃 ハナ 8．6	
55 コ ー カ ス 牡3鹿 56 S．フォーリー H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 41：53．22 6．7

（愛）

44 カ カ ア コ 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 61：53．62� 115．6�

11 マイブルーヘブン 牡3鹿 56 M．デムーロ三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 458－ 41：54．23� 19．7�
78 � マッシュクール 牡3黒鹿56 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 41：54．41 293．6
89 ブルベアラクーン 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 528＋ 6 〃 クビ 16．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，008，900円 複勝： 95，762，500円 枠連： 10，307，600円
馬連： 52，390，600円 馬単： 31，894，800円 ワイド： 31，705，900円
3連複： 70，268，300円 3連単： 131，076，300円 計： 455，414，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 220円 枠 連（3－8） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 160円 �� 480円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 3，700円

票 数

単勝票数 計 320089 的中 � 128286（1番人気）
複勝票数 計 957625 的中 � 670100（1番人気）� 88561（2番人気）� 30758（5番人気）
枠連票数 計 103076 的中 （3－8） 29650（1番人気）
馬連票数 計 523906 的中 �� 154413（1番人気）
馬単票数 計 318948 的中 �� 45571（1番人気）
ワイド票数 計 317059 的中 �� 67621（1番人気）�� 14482（7番人気）�� 8211（11番人気）
3連複票数 計 702683 的中 ��� 37747（5番人気）
3連単票数 計1310763 的中 ��� 25669（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．6―49．0―1：01．5―1：14．2―1：26．5―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルデュクラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都1着

2014．5．3生 牡3芦 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 4戦2勝 賞金 16，000，000円
※マッシュクール号は，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。



04005 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

45 クリンチャー 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 478＋ 22：00．8 244．8�
33 ミッキーロイヤル 牡3鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496－ 62：01．33 8．9�
34 ブラックカード 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442± 02：01．4クビ 6．9�
711 シャイニーピース 牡3鹿 56 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 486＋ 2 〃 クビ 4．4�
57 レッドストーリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 406＋ 22：01．5� 2．9�
46 ボムクレイジ 牡3栗 56 M．デムーロ有田 明生氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－ 62：02．13� 4．6	
69 サンジェルヴェ 牡3青鹿56 池添 謙一 
社台レースホース浜田多実雄 安平 追分ファーム 464－ 42：02．41� 36．5�
11 アグネスローヤー 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 462＋ 62：02．5� 65．8�
610 マ ン ト ン 牡3黒鹿56 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 446＋ 22：02．71	 35．2
814 アンフェインド 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 488－ 42：03．55 36．0�
712 メイショウマトイ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474－ 82：03．71	 39．9�
22 モードザナゲット 牝3黒鹿54 川島 信二竹本いずみ氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 508－ 22：03．8クビ 15．3�
813 ツーエムアーマー 牡3栗 56 酒井 学村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 484± 02：04．54 122．4�
58 ビ ー ス ト 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490－ 82：09．2大差 168．3�
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売 得 金
単勝： 24，603，300円 複勝： 34，245，800円 枠連： 11，877，700円
馬連： 44，322，100円 馬単： 22，765，200円 ワイド： 29，091，200円
3連複： 64，798，000円 3連単： 83，330，600円 計： 315，033，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 24，480円 複 勝 � 4，150円 � 350円 � 270円 枠 連（3－4） 1，140円

馬 連 �� 81，010円 馬 単 �� 153，810円

ワ イ ド �� 17，640円 �� 17，990円 �� 860円

3 連 複 ��� 108，230円 3 連 単 ��� 1，285，410円

票 数

単勝票数 計 246033 的中 � 804（14番人気）
複勝票数 計 342458 的中 � 1804（14番人気）� 26962（6番人気）� 37912（4番人気）
枠連票数 計 118777 的中 （3－4） 8028（6番人気）
馬連票数 計 443221 的中 �� 424（65番人気）
馬単票数 計 227652 的中 �� 111（126番人気）
ワイド票数 計 290912 的中 �� 413（68番人気）�� 405（69番人気）�� 9266（9番人気）
3連複票数 計 647980 的中 ��� 449（149番人気）
3連単票数 計 833306 的中 ��� 47（1116番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―12．2―12．1―12．3―12．1―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―36．5―48．7―1：00．8―1：13．1―1：25．2―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリンチャー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．1．16 中京12着

2014．3．10生 牡3鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月28日まで平地競走に出

走できない。
※出走取消馬 ハギノプレスト号（疾病〔感冒〕のため）

04006 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

35 � フィアーノロマーノ 牡3鹿 54 S．フォーリー 吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 514 ―1：35．0 3．6�
（愛）

59 アルマローラン 牡3鹿 56 藤岡 佑介コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 460 ―1：35．63� 6．3�
815 フ ナ ウ タ 牝3栗 54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470 ―1：35．91	 9．3�
611 メンターモード 牡3鹿 56 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 516 ―1：36．32� 2．5�
23 ブライトムーン 牝3黒鹿54 川島 信二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414 ―1：36．61	 39．3�
510 タガノフレイア 牝3鹿 54 川須 栄彦八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 416 ―1：36．7	 148．7	
714 メイショウキリマ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 530 ―1：36．8� 69．8

12 � サウスシュネル 牡3栗 56 和田 竜二南波 壽氏 加用 正 米 Winches-

ter Farm 448 ―1：37．01� 9．1�
24 サンマルペンダント 牝3栗 54 武 幸四郎相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 430 ―1：37．1� 72．0�
612 アフロディーテ 牝3鹿 54 国分 優作近藤 英子氏 寺島 良 登別 青藍牧場 416 ―1：37．2クビ 162．5
36 リープジーン 牝3鹿 54 国分 恭介吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 アタマ 50．5�
713 サワヤカフェスタ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 むかわ 新井牧場 418 ―1：37．41� 106．0�

816 ヤマニンカプシーヌ 牝3黒鹿 54
52 △城戸 義政土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 446 ―1：37．72 139．9�

11 ヒルノラッセル 牝3鹿 54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 464 ―1：37．8� 43．6�
48 ダノンコスモス 牝3栗 54 四位 洋文�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 484 ―1：37．9� 13．1�
47 シ ュ ク ラ 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 平山牧場 518 ―1：38．11� 121．3�
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売 得 金
単勝： 29，945，900円 複勝： 36，528，200円 枠連： 12，846，100円
馬連： 49，639，900円 馬単： 24，748，000円 ワイド： 29，762，800円
3連複： 62，080，600円 3連単： 77，090，500円 計： 322，642，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 180円 � 220円 枠 連（3－5） 1，220円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 420円 �� 570円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 14，380円

票 数

単勝票数 計 299459 的中 � 64773（2番人気）
複勝票数 計 365282 的中 � 71322（2番人気）� 50680（3番人気）� 36946（4番人気）
枠連票数 計 128461 的中 （3－5） 8136（5番人気）
馬連票数 計 496399 的中 �� 32290（4番人気）
馬単票数 計 247480 的中 �� 8223（8番人気）
ワイド票数 計 297628 的中 �� 18871（3番人気）�� 13271（5番人気）�� 8258（10番人気）
3連複票数 計 620806 的中 ��� 13140（10番人気）
3連単票数 計 770905 的中 ��� 3886（37番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―12．4―12．0―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．4―47．8―59．8―1：11．4―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フィアーノロマーノ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Lion Heart 初出走

2014．8．21生 牡3鹿 母 Heart Ashley 母母 Pretty ’n Smart 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ヴァレッタスカイ号・ヴェネーノ号・オンワードミシガン号・グリーンジャケット号・ヘルデンレーベン号・

リリーモントルー号・レッドラーザム号
※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。



04007 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

67 ク ロ ー ク ス 牡4栗 56 和田 竜二 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 482＋201：59．5 8．4�
811 モンストルコント 牡4黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494＋ 41：59．6� 12．4�
22 ミスターウインディ 牡4黒鹿56 松山 弘平阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 516± 02：00．34 9．6�
66 アースシンフォニー 	5鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 484± 0 〃 ハナ 2．6�
11 ピスコサワー 牡4黒鹿56 M．デムーロ 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± 0 〃 クビ 2．7	
33 フィールドリアン 牡5黒鹿57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 482＋ 42：00．4クビ 70．2

79 グランジャー 牡4栗 56 S．フォーリー 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B524－ 42：00．82
 17．4�

（愛）

44 マイネルアトゥー 牡4青鹿56 国分 優作 �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 B456－ 42：01．11� 9．3�

78 タマモベルガモ 牡4栗 56 田中 健タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B484± 02：01．42 58．2
55 ギ ン パ リ 牡5青鹿57 国分 恭介新井原 博氏 武市 康男 新冠 守矢牧場 506－ 22：01．61 122．3�
810� ヒカリノカケラ 	5黒鹿57 難波 剛健岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 436± 02：03．09 86．0�
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売 得 金
単勝： 24，108，700円 複勝： 31，299，800円 枠連： 13，472，600円
馬連： 49，044，900円 馬単： 27，474，500円 ワイド： 28，824，900円
3連複： 63，382，900円 3連単： 107，100，400円 計： 344，708，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 320円 � 280円 � 280円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，560円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 15，350円 3 連 単 ��� 94，000円

票 数

単勝票数 計 241087 的中 � 22927（3番人気）
複勝票数 計 312998 的中 � 25308（5番人気）� 29385（4番人気）� 30291（3番人気）
枠連票数 計 134726 的中 （6－8） 8959（3番人気）
馬連票数 計 490449 的中 �� 7944（13番人気）
馬単票数 計 274745 的中 �� 2136（26番人気）
ワイド票数 計 288249 的中 �� 5290（12番人気）�� 4732（16番人気）�� 5246（13番人気）
3連複票数 計 633829 的中 ��� 3095（33番人気）
3連単票数 計1071004 的中 ��� 826（212番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―12．1―12．9―12．8―12．6―12．3―12．4―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．8―30．9―43．8―56．6―1：09．2―1：21．5―1：33．9―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
7－11（1，9）8（3，4）6－2，5－10
7（11，9）1，4（3，8）6，2，5，10

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ー ク ス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 京都5着

2013．3．28生 牡4栗 母 プルーフオブラヴ 母母 ページプルーフ 11戦2勝 賞金 16，800，000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。

04008 1月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29京都2）第1日 第8競走 ��3，170�

うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード3：28．4良・良

67 クリノダイコクテン 牡6栃栗59 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 486＋143：34．4 19．6�
78 タマモワカサマ 牡5鹿 59 平沢 健治タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 498＋12 〃 クビ 4．7�
22 ウォンテッド 牡7黒鹿60 北沢 伸也谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 498＋123：35．03� 6．4�
66 メイショウヒデタダ 牡8黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 492＋ 63：35．53 2．0�
11 ドリームハヤテ 牡7鹿 60 小坂 忠士ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 518＋ 63：35．6クビ 8．8�
79 リヴゴーシュ �5栗 60 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－ 23：37．09 10．4	
44 ワンダフルワールド 牡6栗 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 504－ 83：37．32 18．9

55 ワールドカップ 牡5黒鹿59 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 488－ 63：37．83 129．4�
33 クラウンデピュティ 牡6芦 59 山本 康志矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 494－103：40．3大差 142．1�
810 プ ロ ス パ ー 牡6黒鹿59 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋163：41．04 32．8
811 ナンヨーケンゴー �7鹿 59 五十嵐雄祐中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 492＋ 43：41．53 21．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，003，800円 複勝： 27，275，000円 枠連： 14，238，800円
馬連： 47，498，000円 馬単： 26，223，300円 ワイド： 27，406，100円
3連複： 73，694，400円 3連単： 110，117，600円 計： 350，457，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 350円 � 180円 � 200円 枠 連（6－7） 350円

馬 連 �� 5，200円 馬 単 �� 13，490円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，300円 �� 640円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 78，500円

票 数

単勝票数 計 240038 的中 � 9768（7番人気）
複勝票数 計 272750 的中 � 16886（7番人気）� 44154（2番人気）� 37199（3番人気）
枠連票数 計 142388 的中 （6－7） 31294（1番人気）
馬連票数 計 474980 的中 �� 7078（18番人気）
馬単票数 計 262233 的中 �� 1457（41番人気）
ワイド票数 計 274061 的中 �� 4533（19番人気）�� 5326（14番人気）�� 11547（6番人気）
3連複票数 計 736944 的中 ��� 6329（30番人気）
3連単票数 計1101176 的中 ��� 1017（232番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．7－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1（8，9）6，10（2，7）＝5，11（4，3）
1（6，8）－7－2，9＝（10，4，5）－3，11

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

勝馬の
紹 介

クリノダイコクテン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シエイデイハイツ デビュー 2013．11．9 京都6着

2011．3．8生 牡6栃栗 母 メガミゲラン 母母 モガミゲラン 障害：13戦2勝 賞金 46，781，000円
〔制裁〕 クリノダイコクテン号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



04009 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第9競走 ��
��2，400�

ば い か

梅 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

77 インヴィクタ 牡3黒鹿56 S．フォーリー 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋102：27．4 8．2�
（愛）

88 アウステルリッツ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474－ 42：27．71� 5．3�
66 サトノシャーク 牡3鹿 56 M．デムーロ里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 522＋ 2 〃 クビ 2．9�
55 スパークルメノウ 牡3黒鹿56 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 458＋ 62：27．8� 2．5�
22 エテレインミノル 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474－ 42：27．9� 11．0	
33 スティーマーレーン 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 490＋162：28．21� 20．3

89 ウィズワンアセント 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 506－ 82：28．73 15．0�
44 	 タッチスプリント 牝3青 54 川須 栄彦酒井 孝敏氏 別府 真司 日高 門別 正 394－122：31．5大差 146．6�

（高知）

（8頭）
11 レッドコルディス 牝3黒鹿54 武 豊 東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，186，400円 複勝： 46，966，200円 枠連： 13，099，000円
馬連： 78，424，800円 馬単： 46，011，600円 ワイド： 39，728，200円
3連複： 98，557，700円 3連単： 215，071，000円 計： 582，044，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 190円 � 140円 枠 連（7－8） 1，820円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 650円 �� 420円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 14，110円

票 数

単勝票数 差引計 441864（返還計 1185） 的中 � 42966（4番人気）
複勝票数 差引計 469662（返還計 975） 的中 � 48191（4番人気）� 59986（3番人気）� 103173（2番人気）
枠連票数 差引計 130990（返還計 381） 的中 （7－8） 5565（9番人気）
馬連票数 差引計 784248（返還計 3757） 的中 �� 24842（11番人気）
馬単票数 差引計 460116（返還計 2215） 的中 �� 7048（22番人気）
ワイド票数 差引計 397282（返還計 1331） 的中 �� 14486（11番人気）�� 24313（5番人気）�� 32979（3番人気）
3連複票数 差引計 985577（返還計 9995） 的中 ��� 42701（6番人気）
3連単票数 差引計2150710（返還計 20059） 的中 ��� 11050（54番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．4―13．1―12．9―12．8―12．8―12．6―11．9―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．4―35．8―48．9―1：01．8―1：14．6―1：27．4―1：40．0―1：51．9―2：03．7―2：15．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インヴィクタ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．8．7 札幌1着

2014．2．18生 牡3黒鹿 母 ラスティングソング 母母 ハルーワソング 3戦2勝 賞金 17，196，000円
〔出走取消〕 レッドコルディス号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 サトノシャーク号の騎手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過怠金30，000円。（被害馬：3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。

04010 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

き づ が わ

木 津 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

22 シルヴァーグレイス 牝7鹿 55 和田 竜二吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B466± 01：34．3 59．6�
44 ドルチャーリオ 牡4栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 2 〃 クビ 4．7�
810 ヒーズインラブ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 アタマ 6．0�
66 フォールインラブ 牝4黒鹿54 古川 吉洋�田 昌久氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 458± 01：34．4クビ 2．9�
11 エルビッシュ 牝4黒鹿54 S．フォーリー 吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 アタマ 7．4	

（愛）

89 キングズオブザサン �6芦 57 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム B486＋14 〃 ハナ 29．5

33 サウンドアプローズ 牡5黒鹿57 福永 祐一増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494± 01：34．5	 6．1�
77 センセーション 牝6鹿 55 四位 洋文田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B486＋ 21：35．13
 16．6�
78 ガルデルスリール 牝6鹿 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋14 〃 アタマ 30．8
55 ピエールドリュヌ 牝6黒鹿55 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 470± 01：35．2
 10．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，666，100円 複勝： 65，276，300円 枠連： 18，333，000円
馬連： 108，564，500円 馬単： 50，224，000円 ワイド： 57，974，400円
3連複： 138，055，800円 3連単： 217，541，800円 計： 700，635，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，960円 複 勝 � 1，320円 � 210円 � 220円 枠 連（2－4） 15，390円

馬 連 �� 15，570円 馬 単 �� 40，150円

ワ イ ド �� 4，060円 �� 4，110円 �� 720円

3 連 複 ��� 21，010円 3 連 単 ��� 246，430円

票 数

単勝票数 計 446661 的中 � 5995（10番人気）
複勝票数 計 652763 的中 � 10026（10番人気）� 89521（3番人気）� 85056（4番人気）
枠連票数 計 183330 的中 （2－4） 923（27番人気）
馬連票数 計1085645 的中 �� 5402（37番人気）
馬単票数 計 502240 的中 �� 938（80番人気）
ワイド票数 計 579744 的中 �� 3564（36番人気）�� 3519（37番人気）�� 22083（8番人気）
3連複票数 計1380558 的中 ��� 4926（69番人気）
3連単票数 計2175418 的中 ��� 640（513番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―12．0―12．2―12．1―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―46．5―58．7―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーグレイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2013．2．2 東京3着

2010．3．4生 牝7鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 38戦4勝 賞金 86，785，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



04011 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第11競走 ��
��1，400�

かわらまち

河原町ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

44 コウエイエンブレム 牡4栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 530＋ 41：22．2 2．7�
66 サウススターマン 牡6黒鹿57 和田 竜二南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 520± 01：22．94 5．8�
11 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506－ 21：23．64 15．3�
22 � テーオーヘリオス 牡5鹿 57 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 522－ 21：23．7	 4．7�
33 ヒロブレイブ 牡4鹿 56 武 豊石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 478－ 21：23．8クビ 8．6�
67 ラブミークン 牡5栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 498－ 21：23．9	 89．7�
55 イーデンホール 牡5栗 57 M．デムーロ	G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 494＋ 61：24．11
 5．6

79 ランドマーキュリー 牡7栗 57 酒井 学木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 526－ 41：24．42 128．7�
810 マヤノオントロジー 牡8黒鹿57 国分 恭介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 504－ 4 〃 アタマ 159．2�
811� エルフィンコーブ 牝4鹿 54 S．フォーリー 吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

510＋ 41：25．03� 8．9
（愛）

78 スズカシャーマン 牝6芦 55 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 474＋141：26．59 55．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 71，272，800円 複勝： 102，363，900円 枠連： 32，264，300円
馬連： 227，460，400円 馬単： 101，580，800円 ワイド： 99，021，700円
3連複： 295，095，000円 3連単： 509，422，300円 計： 1，438，481，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 290円 枠 連（4－6） 650円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 260円 �� 710円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 8，790円

票 数

単勝票数 計 712728 的中 � 203935（1番人気）
複勝票数 計1023639 的中 � 260186（1番人気）� 161684（3番人気）� 65342（7番人気）
枠連票数 計 322643 的中 （4－6） 38064（2番人気）
馬連票数 計2274604 的中 �� 275100（2番人気）
馬単票数 計1015808 的中 �� 79423（1番人気）
ワイド票数 計 990217 的中 �� 113845（1番人気）�� 33085（12番人気）�� 22921（17番人気）
3連複票数 計2950950 的中 ��� 82892（10番人気）
3連単票数 計5094223 的中 ��� 42002（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―34．9―46．4―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイエンブレム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Forty Niner デビュー 2015．11．23 京都1着

2013．4．17生 牡4栗 母 ニシノシンデレラ 母母 Le l’Argent 13戦4勝 賞金 79，701，000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。

04012 1月28日 晴 良 （29京都2）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

23 � メイショウカロッタ 牡5鹿 57
55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 492－ 41：11．5 4．6�

59 カフェライジング 牡5鹿 57 武 豊西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 520－ 61：11．6� 13．0�
12 ハーツジュニア 牡5鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 506＋ 41：12．02� 3．1�
612 ドンボラーレ 牡4栗 56 浜中 俊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 21：12．21 4．8�
510 ショウナンカイドウ 牡4栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B536－ 41：12．3� 7．4�
611� ワンダーヴァローレ 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 516－ 2 〃 ハナ 171．3�
713 キッズライトオン 牡5栗 57 藤岡 佑介瀬谷 	雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 21：12．51	 11．1

11 � リッカクロフネ 牡5芦 57

56 ☆義 英真立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 488＋ 2 〃 クビ 25．0�
47 � モ ン ド ー ル 牡4栗 56 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 472－ 21：12．71� 43．3�
714 メイショウミラコロ 牡4鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 522－ 21：13．01� 143．5
48 アンペラール 牡4芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 松平牧場 446＋ 81：13．1� 35．5�
35 エピックウィン 牡5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 480－ 4 〃 アタマ 25．9�
36 マコトルーメン 牡4鹿 56 古川 吉洋�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 496－ 61：13．2� 72．0�
24 シゲルクロマグロ 牡4黒鹿56 熊沢 重文森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 530－ 61：13．41 145．2�
815 ゼンノトライブ 牡4黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 442＋141：13．93 186．3�
816 ピ ナ ク ル ズ 牡4黒鹿56 国分 恭介ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 514＋101：14．96 24．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，041，800円 複勝： 51，928，500円 枠連： 27，329，000円
馬連： 109，751，200円 馬単： 45，785，900円 ワイド： 58，193，200円
3連複： 149，873，300円 3連単： 205，453，300円 計： 691，356，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 330円 � 150円 枠 連（2－5） 1，280円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 280円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 26，230円

票 数

単勝票数 計 430418 的中 � 73634（2番人気）
複勝票数 計 519285 的中 � 73637（3番人気）� 31771（6番人気）� 110939（1番人気）
枠連票数 計 273290 的中 （2－5） 16467（4番人気）
馬連票数 計1097512 的中 �� 22513（14番人気）
馬単票数 計 457859 的中 �� 4402（27番人気）
ワイド票数 計 581932 的中 �� 12374（13番人気）�� 61648（1番人気）�� 17232（8番人気）
3連複票数 計1498733 的中 ��� 33892（7番人気）
3連単票数 計2054533 的中 ��� 5677（72番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―11．9―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．5―46．4―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．0
3 ・（3，7）9（2，10）（4，8，16）（1，11）－（12，15）5（6，14）－13 4 ・（3，7）（2，9）10，4（8，16）（1，11）12（5，6，15）14－13

勝馬の
紹 介

�メイショウカロッタ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Storm Cat

2012．3．13生 牡5鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition 6戦1勝 賞金 12，300，000円
初出走 JRA

※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 クリノサンレオ号・ラッシュストーム号



（29京都2）第1日 1月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

205，390，000円
12，210，000円
1，300，000円
22，670，000円
59，162，000円
4，566，200円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
411，004，100円
727，927，200円
195，833，100円
899，435，200円
457，884，700円
490，580，300円
1，210，656，000円
1，958，239，800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 6，351，560，400円

総入場人員 14，274名 （有料入場人員 13，212名）
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