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01013 1月7日 晴 良 （30京都1）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 スリーヘリオス 牡3黒鹿56 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 480＋ 21：13．1 8．3�
36 ラ イ リ ー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 468＋ 61：14．05 73．2�
12 ブライトエンパイア 牡3鹿 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444＋ 4 〃 クビ 2．7�
24 ライクアジャーニー 牝3鹿 54 浜中 俊大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 470± 01：14．21 7．8�
714 マッスルバローズ 牡3栗 56 松若 風馬猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 506＋181：14．41� 13．7�
23 ダンツコンフォート 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 474＋ 41：14．61� 52．7	
59 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 486± 01：14．7� 3．0

11 ヒロノオウカン 牡3青鹿56 北村 友一小野 博郷氏 服部 利之 清水 小野瀬 竜馬 438＋ 61：15．01� 201．1�
612� キタサンデイジー 牝3栗 54 武 豊�大野商事 梅田 智之 米 Blackstone

Farm LLC 454＋ 41：15．32 8．4
47 シゲルアサツキ 牝3栗 54 	島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 444－ 41：15．72 334．9�
713 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 古川 吉洋 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 472－ 21：16．12� 44．7�
48 ミヤジサクラコ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 452＋ 2 〃 クビ 37．5�
815 トウケイアインマル 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 470－ 2 〃 アタマ 38．6�
35 エーティードラゴン 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 438－ 81：16．31 228．9�
611 タガノデネブ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 41：16．51� 309．2�
510 アイファーロマンス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 静内山田牧場 394± 01：18．6大差 607．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，269，300円 複勝： 60，981，100円 枠連： 19，139，500円
馬連： 84，389，200円 馬単： 41，383，500円 ワイド： 58，923，000円
3連複： 125，106，900円 3連単： 160，604，400円 計： 589，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 1，460円 � 150円 枠 連（3－8） 13，250円

馬 連 �� 21，200円 馬 単 �� 25，670円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 490円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 16，080円 3 連 単 ��� 115，620円

票 数

単勝票数 計 392693 的中 � 37722（4番人気）
複勝票数 計 609811 的中 � 59387（4番人気）� 7836（11番人気）� 135746（2番人気）
枠連票数 計 191395 的中 （3－8） 1119（25番人気）
馬連票数 計 843892 的中 �� 3084（39番人気）
馬単票数 計 413835 的中 �� 1209（57番人気）
ワイド票数 計 589230 的中 �� 2820（39番人気）�� 33819（4番人気）�� 4160（30番人気）
3連複票数 計1251069 的中 ��� 5835（48番人気）
3連単票数 計1606044 的中 ��� 1007（284番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．4―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．6―48．0―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーヘリオス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．8．19 新潟8着

2015．4．22生 牡3黒鹿 母 ラビアンローズ 母母 ストリートパレード 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーロマンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月7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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 コマノジャスパ号・サイモンバイタル号・シャテーヌ号・スリーゴーディー号・セトノブルグ号・ダイメイギンガ号・

ダッチェス号・バージニアビーチ号・ブルベアクレソン号・メモリーゴールデン号

01014 1月7日 晴 良 （30京都1）第2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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

33 シンコーメグチャン 牝3鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 470＋ 21：56．4 8．6�
814 インヴィジブルワン 牝3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：56．61� 1．7�
57 ボードウォーク 牝3鹿 54 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 452± 01：56．81� 60．6�
69 ビップベリンダ 牝3黒鹿54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 492－ 6 〃 ハナ 3．8�
22 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 470± 01：58．410 44．2	
34 モルドワイン 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 458＋ 41：58．72 8．0

610 プリンセスビアンカ 牝3芦 54 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 448－ 21：58．91� 86．1�
712 ハイエストクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：59．0� 14．4�
46 クリノペーテルス 牝3鹿 54

53 ☆義 英真栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 476＋ 6 〃 ハナ 147．5
813 マリーナセブン 牝3鹿 54 岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 清水牧場 448± 01：59．1クビ 154．7�
11 ウインストロベリー 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治�ウイン 宮 徹 日高 モリナガファーム 434－ 21：59．31� 277．8�
58 ダイシンマナ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 424－ 2 〃 ハナ 70．2�
45 グッジョブハニー 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 494＋ 21：59．62 158．8�

711 アドマイヤテンプウ 牝3黒鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 422－ 22：01．19 89．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，049，500円 複勝： 58，626，200円 枠連： 23，011，700円
馬連： 70，176，600円 馬単： 40，352，000円 ワイド： 46，078，400円
3連複： 96，831，800円 3連単： 148，437，600円 計： 523，563，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 240円 � 110円 � 800円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，800円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 40，180円

票 数

単勝票数 計 400495 的中 � 37041（4番人気）
複勝票数 計 586262 的中 � 41126（4番人気）� 276962（1番人気）� 9479（8番人気）
枠連票数 計 230117 的中 （3－8） 48586（2番人気）
馬連票数 計 701766 的中 �� 66697（2番人気）
馬単票数 計 403520 的中 �� 14027（6番人気）
ワイド票数 計 460784 的中 �� 29492（4番人気）�� 2922（29番人気）�� 6351（16番人気）
3連複票数 計 968318 的中 ��� 8439（23番人気）
3連単票数 計1484376 的中 ��� 2678（103番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―13．7―14．0―14．0―13．4―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―37．4―51．4―1：05．4―1：18．8―1：31．4―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．6
1
3
・（7，14）－（3，9，11）12（4，13）2，6（1，5）8，10・（7，14）9（3，11，6）（4，13）－（2，12）8（10，1，5）

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

勝馬の
紹 介

シンコーメグチャン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サクラローレル デビュー 2017．11．25 京都4着

2015．3．14生 牝3鹿 母 シンコールビー 母母 ダズリンデセプション 3戦1勝 賞金 6，100，000円

第１回 京都競馬 第２日



01015 1月7日 晴 良 （30京都1）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：09．1
1：08．7

重
重

48 マルモマリア 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 472 ―1：14．1 3．5�

59 ヤ マ ザ ク ラ 牝3黒鹿54 菱田 裕二山住 勲氏 飯田 雄三 日高 チャンピオン
ズファーム 496 ―1：14．31� 21．3�

36 リュウノシャツ 牡3黒鹿56 武 豊岡 浩二氏 石橋 守 日高 ノースガーデン 480 ―1：14．93� 4．8�
714 アインツェルカンプ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：16．49 18．0�

816 キョウワヴィラン 牡3青 56 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 490 ― 〃 ハナ 101．4	
12 テリングブロウ 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―1：16．72 2．1

815 エメラルキセキ 牝3青鹿54 酒井 学高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 428 ― 〃 ハナ 88．9�
510 マカプウポイント 牝3鹿 54 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 新ひだか へいはた牧場 444 ―1：17．65 84．4�
713 タガノエルフリーデ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 岡牧場 392 ―1：17．92 101．4
47 タフチョイス 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516 ―1：18．0� 14．7�

611 シーサイドイン 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 450 ― 〃 アタマ 271．4�

23 オーミガボット 牡3黒鹿56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 420 ―1：18．21 77．1�
11 オーミシェルー 牡3栗 56 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 464 ―1：18．4� 58．1�
24 ライトブライト 牡3栗 56

55 ☆荻野 極新井 浩明氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 436 ―1：18．5� 25．7�
612 ヤマカツブーケ 牝3青鹿54 川島 信二山田 博康氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 428 ―1：18．81� 169．4�
35 メイショウルネ 牝3栗 54 古川 吉洋松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 470 ―1：20．6大差 68．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，382，300円 複勝： 39，848，800円 枠連： 18，198，400円
馬連： 63，763，500円 馬単： 34，252，600円 ワイド： 41，100，000円
3連複： 90，037，000円 3連単： 115，099，100円 計： 440，681，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 340円 � 160円 枠 連（4－5） 1，880円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 940円 �� 340円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 20，350円

票 数

単勝票数 計 383823 的中 � 85820（2番人気）
複勝票数 計 398488 的中 � 94946（2番人気）� 21636（6番人気）� 64685（3番人気）
枠連票数 計 181984 的中 （4－5） 7488（7番人気）
馬連票数 計 637635 的中 �� 16608（9番人気）
馬単票数 計 342526 的中 �� 6294（10番人気）
ワイド票数 計 411000 的中 �� 10601（11番人気）�� 34791（3番人気）�� 9793（13番人気）
3連複票数 計 900370 的中 ��� 19357（12番人気）
3連単票数 計1150991 的中 ��� 4099（50番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．8―12．4―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．5―36．3―48．7―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルモマリア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．2．23生 牝3鹿 母 マルモセーラ 母母 マ イ ク ロ ス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 テリングブロウ号の調教師伊藤圭三は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウルネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月7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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アスールダリア号・エイシンデルフィー号・オースミバレル号・ゲンキチチカラ号・シセイケナゲ号・

ナムラセンリョウ号・マイウェイカイ号・リメンブランス号

01016 1月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30京都1）第2日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：11．2良・重

56 ディライトフル �7鹿 60 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 23：19．9 2．7�

711 メイショウゴウキ �4黒鹿59 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 490＋ 23：20．32� 32．2�
812 シゲルボスザル 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 468＋ 23：20．83 10．5�
44 ニホンピロボーラー 牡5鹿 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 504＋ 63：21．86 4．1�
813	 セガールフォンテン 牡8栗 60 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 488＋103：21．9
 28．4�
22 アドマイヤデライト 牡5黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 544＋16 〃 クビ 12．3	
57 マイネルディアベル 牡7青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 480± 03：22．75 17．2

33 スリージェット 牡5栗 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486－ 2 〃 クビ 23．9�
68 	 シンボリダルク 牝5青鹿58 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 468－ 23：24．29 109．5�
69 ウインヒューゲル 牡4栗 59 小坂 忠士�ウイン 宮 徹 新ひだか 久米 和夫 502＋ 43：29．9大差 100．3
45 テイエムグルービー 牡4鹿 59 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 488＋ 43：31．49 61．4�
11 	 クリスフォンテン �8黒鹿60 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 450± 0 （競走中止） 247．0�
710 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 528－ 4 （競走中止） 3．7�
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売 得 金
単勝： 30，134，500円 複勝： 32，979，100円 枠連： 16，392，700円
馬連： 54，408，200円 馬単： 29，016，800円 ワイド： 32，229，400円
3連複： 80，353，900円 3連単： 107，853，700円 計： 383，368，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 650円 � 250円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 830円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 18，470円 3 連 単 ��� 67，230円

票 数

単勝票数 計 301345 的中 � 87232（1番人気）
複勝票数 計 329791 的中 � 65685（2番人気）� 10313（9番人気）� 33343（4番人気）
枠連票数 計 163927 的中 （5－7） 22649（1番人気）
馬連票数 計 544082 的中 �� 6044（25番人気）
馬単票数 計 290168 的中 �� 2170（37番人気）
ワイド票数 計 322294 的中 �� 3134（30番人気）�� 10408（8番人気）�� 3038（32番人気）
3連複票数 計 803539 的中 ��� 3262（58番人気）
3連単票数 計1078537 的中 ��� 1163（230番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 53．0－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
・（7，10）13，6（12，11）3－（2，9，1）＝4－（5，8）
6（10，13）（12，11）－7，3，2－4＝8－9＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディライトフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．3．2 阪神3着

2011．2．7生 �7鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 クリスフォンテン号は，2周目6号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ベストサポーター号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 ウインヒューゲル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウインヒューゲル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年2月7日まで出走できない。



01017 1月7日 晴 良 （30京都1）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：33．0
1：30．7

良
良

36 ラ セ ッ ト 牡3鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 474＋ 41：34．5 5．2�
35 カンタービレ 牝3鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 432－ 2 〃 クビ 2．4�
59 ラ ノ カ ウ 牝3栗 54 松山 弘平畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 440－101：34．92� 21．1�
24 ディアボレット 牝3栗 54

51 ▲富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450＋ 41：35．11� 37．6�
11 サクセステーラー 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中
田牧場 446± 01：35．31 269．9�

611 ニシノキントウン 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 460＋ 61：35．4� 13．7	
23 � ジャスパープリンス 牡3鹿 56 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

456＋ 61：35．5クビ 35．2

816 ジューンスクスク 牝3鹿 54 秋山真一郎吉川 潤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 408－ 41：35．6� 86．0�
12 キタサンタイドー 牡3黒鹿56 武 豊�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 508＋ 8 〃 アタマ 6．9
714 イシュトヴァーン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 504－101：35．7� 20．8�
713 ブライテストリング 牝3鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 452－101：35．8� 23．6�
48 クリノアリエル 牝3青 54 川田 将雅栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 416－ 21：35．9クビ 5．3�
510 ミーティアトレイル 牡3芦 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 ハナ 30．3�
612 ビットピークス 牡3栃栗56 岩崎 翼礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 490± 0 〃 クビ 462．9�
815 タガノメルシー 牝3黒鹿54 	島 克駿八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438± 01：36．32� 394．5�
47 サトノコメット 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 456± 01：41．4大差 138．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，410，500円 複勝： 82，517，800円 枠連： 27，182，400円
馬連： 103，003，100円 馬単： 45，509，500円 ワイド： 69，952，500円
3連複： 140，123，000円 3連単： 163，457，900円 計： 685，156，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 130円 � 380円 枠 連（3－3） 690円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，250円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計 534105 的中 � 80769（2番人気）
複勝票数 計 825178 的中 � 134672（2番人気）� 223346（1番人気）� 37557（7番人気）
枠連票数 計 271824 的中 （3－3） 30113（2番人気）
馬連票数 計1030031 的中 �� 116152（2番人気）
馬単票数 計 455095 的中 �� 21594（3番人気）
ワイド票数 計 699525 的中 �� 71694（2番人気）�� 12986（12番人気）�� 22962（8番人気）
3連複票数 計1401230 的中 ��� 33692（6番人気）
3連単票数 計1634579 的中 ��� 8577（26番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．2―12．1―12．2―12．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．4―46．5―58．7―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 3，14（5，11）（6，9，16）（2，13）15（4，10，8）（1，12）＝7 4 3（5，14，11）（6，9，16）（2，13）（4，8）（1，15，10）12＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ セ ッ ト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．14 京都9着

2015．3．2生 牡3鹿 母 ナンヨーサフラウア 母母 フサイチハッスル 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔騎手変更〕 サトノコメット号の騎手藤懸貴志は，第3競走での入線後の落馬による検査のため菱田裕二に変更。
〔制裁〕 ラセット号の騎手藤岡佑介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノコメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月7日まで平地競走に

出走できない。

01018 1月7日 曇 良 （30京都1）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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

11 テイエムディラン 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468＋ 21：53．9 62．4�
77 ウェルカムゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 524＋121：54．0� 2．3�
22 サージュミノル 牡3黒鹿56 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：54．42� 3．2�
78 ケールダンセール 牝3芦 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 490－ 61：54．5クビ 6．0�
89 ブルベアジネンジョ 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B450＋ 21：54．81� 128．9	
66 イチネンプリンス 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 458＋ 21：55．01� 37．0

44 ミニョンヌヴェリテ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 550＋ 21：55．1クビ 62．5�

33 バーンフライ 牡3黒鹿56 武 豊�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470－ 81：56．16 9．3�

810 キーフラッシュ 牡3栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 476＋ 61：56．2� 28．8
55 カレンガリアード 牡3黒鹿56 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 466－ 21：56．51� 7．3�
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売 得 金
単勝： 49，890，700円 複勝： 60，214，900円 枠連： 16，525，100円
馬連： 77，703，400円 馬単： 46，421，400円 ワイド： 50，990，500円
3連複： 105，832，300円 3連単： 202，154，900円 計： 609，733，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，240円 複 勝 � 670円 � 120円 � 120円 枠 連（1－7） 5，660円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 26，800円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 2，010円 �� 190円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 105，820円

票 数

単勝票数 計 498907 的中 � 6387（8番人気）
複勝票数 計 602149 的中 � 11548（9番人気）� 160237（2番人気）� 171494（1番人気）
枠連票数 計 165251 的中 （1－7） 2262（13番人気）
馬連票数 計 777034 的中 �� 6708（20番人気）
馬単票数 計 464214 的中 �� 1299（46番人気）
ワイド票数 計 509905 的中 �� 4386（25番人気）�� 5505（20番人気）�� 88204（1番人気）
3連複票数 計1058323 的中 ��� 11338（20番人気）
3連単票数 計2021549 的中 ��� 1385（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―36．0―48．9―1：01．8―1：14．8―1：27．9―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

テイエムディラン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2017．7．1 中京12着

2015．3．11生 牡3黒鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 6戦2勝 賞金 12，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 テイエムディラン号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



01019 1月7日 曇 良 （30京都1）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

48 スズカブルグ 牡4栗 56
54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 508＋ 61：54．2 4．8�

47 カ レ ン カ カ 牡4芦 56 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500＋ 41：54．41� 13．0�
816� タガノジーニアス 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B504－ 21：54．93 4．0�
713� アンナペレンナ 牝5芦 55 藤岡 康太中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 520＋ 21：55．0� 6．2�
59 � キクノフェリックス 牡4黒鹿56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 488－ 51：55．1クビ 31．4�
23 ユノディエール 牡4鹿 56 幸 英明�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 466＋141：55．31	 105．1	
714 エイシンミサイル 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 510± 01：55．51� 6．1

36 マルカノカガヤキ 牡4黒鹿 56

53 ▲富田 暁日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 514＋121：55．6クビ 28．9�
35 マッカートニー 牡5栗 57 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484＋ 8 〃 クビ 9．8�
611 スズカウルトラ 牡5鹿 57

54 ▲川又 賢治永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 486＋ 21：55．7クビ 204．8
11 クレスコブレイブ 牡4栗 56 菱田 裕二堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 520－10 〃 クビ 55．5�
815� アイファーイチオー 牡4栗 56

53 ▲三津谷隼人中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 498＋ 21：55．8
 99．1�
510 ジューンアンカー 牡4栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B470＋101：55．9クビ 191．6�
24 デ フ ィ 牡4鹿 56

55 ☆荻野 極佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 516＋ 61：56．32� 10．8�
12 レンジャックマン 牡4鹿 56 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 444＋ 41：56．62 12．8�
612� ロードクロムウェル 牡6鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm

Corporation 474－ 81：56．7クビ 83．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，350，400円 複勝： 75，222，600円 枠連： 31，969，400円
馬連： 119，221，400円 馬単： 48，216，100円 ワイド： 70，457，600円
3連複： 155，980，900円 3連単： 176，855，900円 計： 724，274，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 310円 � 140円 枠 連（4－4） 3，510円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 430円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 26，170円

票 数

単勝票数 計 463504 的中 � 77182（2番人気）
複勝票数 計 752226 的中 � 113361（2番人気）� 48918（7番人気）� 167557（1番人気）
枠連票数 計 319694 的中 （4－4） 7052（14番人気）
馬連票数 計1192214 的中 �� 30332（11番人気）
馬単票数 計 482161 的中 �� 6672（18番人気）
ワイド票数 計 704576 的中 �� 15777（13番人気）�� 45679（1番人気）�� 19019（10番人気）
3連複票数 計1559809 的中 ��� 28141（11番人気）
3連単票数 計1768559 的中 ��� 4899（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．9―51．5―1：04．6―1：17．3―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．2．11 京都13着

2014．2．24生 牡4栗 母 ハ ナ マ ル 母母 パーティプラザ 7戦2勝 賞金 20，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スナークレッド号

01020 1月7日 曇 良 （30京都1）第2日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

11 アインザッツ 牡5鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B474＋ 82：13．9 15．6�
35 リリーモントルー 牡4鹿 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 436＋ 4 〃 クビ 6．3�
36 ハイドロフォイル 牡5鹿 57

54 ▲川又 賢治 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B498± 02：14．11� 6．4�
59 ムイトオブリガード 牡4鹿 56 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 7．9�
24 フォーラウェイ 牡5鹿 57 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 62：14．31� 29．7	
12 パリンジェネシス 牡4黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 6 〃 クビ 26．9

714 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿54 岩田 康誠�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：14．51 11．9�
23 ブリシンガメン 牝4栗 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 464＋ 22：14．71 91．4�
47 ウインカートゥーン 牡5黒鹿57 川田 将雅�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 502＋ 22：14．91� 13．0
510 ア ン セ ム 牡4鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 42：15．32� 3．6�
611 スピリットソウル 牡4黒鹿56 藤岡 康太落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488－142：15．51� 46．9�
48 ノーブルソニック 牝6黒鹿55 	島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468－ 42：15．81
 125．7�
816� ダイシンサクセス �5黒鹿 57

55 △森 裕太朗大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 488－ 62：16．01� 237．6�
815 マイネルプレッジ 牡7鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458＋12 〃 クビ 72．5�

612 ステイキングダム 牡5鹿 57 武 豊 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 428－ 22：16．1
 11．5�
713 ナ ル ハ ヤ 牝4黒鹿54 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 490－ 42：16．52� 10．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，960，800円 複勝： 71，519，600円 枠連： 34，527，500円
馬連： 116，341，300円 馬単： 45，205，900円 ワイド： 72，928，500円
3連複： 165，579，700円 3連単： 175，360，500円 計： 727，423，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 360円 � 220円 � 240円 枠 連（1－3） 1，920円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 11，140円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，290円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 83，690円

票 数

単勝票数 計 459608 的中 � 23547（9番人気）
複勝票数 計 715196 的中 � 46424（8番人気）� 90486（2番人気）� 78586（3番人気）
枠連票数 計 345275 的中 （1－3） 13926（8番人気）
馬連票数 計1163413 的中 �� 19554（21番人気）
馬単票数 計 452059 的中 �� 3042（48番人気）
ワイド票数 計 729285 的中 �� 12558（18番人気）�� 14500（12番人気）�� 16180（11番人気）
3連複票数 計1655797 的中 ��� 10429（38番人気）
3連単票数 計1753605 的中 ��� 1519（312番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―12．7―12．4―12．2―11．8―11．7―11．8―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．7―49．4―1：01．8―1：14．0―1：25．8―1：37．5―1：49．3―2：01．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アインザッツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．2．20 小倉4着

2013．1．28生 牡5鹿 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 12戦2勝 賞金 21，213，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 インターンシップ号・コールストーム号
（非抽選馬） 3頭 サトノマサムネ号・ホットファイヤー号・ライクアエンジェル号



01021 1月7日 晴 良 （30京都1）第2日 第9競走 ��1，800�
ま い づ る

舞 鶴 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

33 アスターゴールド 牡4栗 56 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 496－ 21：53．0 4．3�
712� キングジュエリー 牡5栗 57 松若 風馬平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 544＋ 6 〃 アタマ 34．3�
813 フォンターナリーリ 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：53．42� 1．9�
22 スペリオルシチー 牡4鹿 56 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 464＋ 61：53．5クビ 6．6�
34 キョウワランサー 牡7栗 57 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B482－ 41：53．6� 126．1	
11 タイセイパルサー 牡5黒鹿57 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 502＋ 8 〃 クビ 17．7

46 ネ コ ビ ッ チ 牡4鹿 56 菱田 裕二桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 494＋ 8 〃 ハナ 87．1�
57 � サハラファイター 牡5鹿 57 秋山真一郎本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 530± 0 〃 ハナ 11．7�
610 プレシャスルージュ 	6黒鹿57 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466± 01：53．7クビ 32．0
814 テイエムテツジン 牡6栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 470± 01：54．23 79．2�
45 ランドハイパワー 牡5鹿 57 中谷 雄太木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 500＋ 61：54．3クビ 131．5�
58 リアルプロジェクト 牡6鹿 57 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 528± 01：54．4� 20．9�
711 レコンキスタ 牡4栗 56 北村 友一村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B502＋ 21：54．71� 71．8�
69 トウケイワラウカド 牡5鹿 57 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 500＋ 61：54．91
 23．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 64，031，300円 複勝： 102，307，800円 枠連： 34，691，000円
馬連： 159，235，200円 馬単： 83，023，000円 ワイド： 83，953，100円
3連複： 209，579，900円 3連単： 345，473，700円 計： 1，082，295，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 500円 � 110円 枠 連（3－7） 4，640円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 200円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 44，960円

票 数

単勝票数 計 640313 的中 � 117224（2番人気）
複勝票数 計1023078 的中 � 148144（2番人気）� 23713（9番人気）� 469882（1番人気）
枠連票数 計 346910 的中 （3－7） 5786（14番人気）
馬連票数 計1592352 的中 �� 15331（21番人気）
馬単票数 計 830230 的中 �� 4900（36番人気）
ワイド票数 計 839531 的中 �� 9484（23番人気）�� 136858（1番人気）�� 18423（14番人気）
3連複票数 計2095799 的中 ��� 41051（12番人気）
3連単票数 計3454737 的中 ��� 5570（128番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．2―13．1―12．7―12．4―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．6―50．7―1：03．4―1：15．8―1：28．2―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．2．18 京都1着

2014．4．10生 牡4栗 母 シンボルスカ 母母 ド ル ス ク 8戦3勝 賞金 42，870，000円
〔制裁〕 キングジュエリー号の騎手松若風馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※ネコビッチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01022 1月7日 晴 良 （30京都1）第2日 第10競走 ��2，000�
ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 ト リ オ ン フ �4黒鹿56 川田 将雅�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 540＋ 61：59．1 4．1�
33 エアウィンザー 牡4黒鹿56 岩田 康誠 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496－ 21：59．74 2．5�
11 ナイトオブナイツ 牡5栗 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 458＋ 62：00．01� 10．5�
66 レトロロック 牡6鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 486＋ 22：00．1	 10．9�
22 スズカルパン 牡9鹿 57 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 476± 02：00．41� 20．2�
89 コウエイワンマン 牡7黒鹿57 四位 洋文釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530± 02：00．5� 69．4	
55 ジャズファンク 牡6鹿 57 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 504＋ 62：00．6クビ 13．4

44 クリノヤマトノオー 牡4鹿 56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 456－ 42：00．7� 3．7�
88 デンコウリキ 牡8黒鹿57 松山 弘平田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 524＋ 22：01．12	 80．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 75，270，300円 複勝： 89，400，700円 枠連： 28，729，600円
馬連： 173，849，600円 馬単： 90，803，300円 ワイド： 82，273，900円
3連複： 217，916，200円 3連単： 468，387，800円 計： 1，226，631，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 110円 � 200円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 220円 �� 560円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 752703 的中 � 146360（3番人気）
複勝票数 計 894007 的中 � 132551（3番人気）� 340528（1番人気）� 71697（4番人気）
枠連票数 計 287296 的中 （3－7） 49839（2番人気）
馬連票数 計1738496 的中 �� 290834（2番人気）
馬単票数 計 908033 的中 �� 66632（4番人気）
ワイド票数 計 822739 的中 �� 108395（2番人気）�� 33568（6番人気）�� 41083（5番人気）
3連複票数 計2179162 的中 ��� 141865（2番人気）
3連単票数 計4683878 的中 ��� 72196（12番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．2―12．0―12．2―12．3―11．9―12．1―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．4―47．4―59．6―1：11．9―1：23．8―1：35．9―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト リ オ ン フ 
�
父 タートルボウル 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．17 函館1着

2014．4．21生 �4黒鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 11戦4勝 賞金 63，205，000円

１レース目 ３レース目



01023 1月7日 晴 良 （30京都1）第2日 第11競走 ��3，000�
まんよう

万葉ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）

4歳以上，29．1．5以降29．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
3：01．0
3：01．0

良
良

66 トミケンスラーヴァ 牡8鹿 52 秋山真一郎冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 506＋ 23：07．0 17．0�
77 � リ ッ ジ マ ン 牡5鹿 52 古川 吉洋�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 448－ 83：07．1� 5．1�
22 プロレタリアト 牝7鹿 51 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B444＋ 23：07．31 4．8�
11 サンマルホーム 牡8栗 49 川又 賢治相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B450－ 4 〃 クビ 56．4�
44 グランアルマダ 牡6芦 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B530＋ 43：07．61� 7．2�
55 タマモベストプレイ 牡8栗 57 川田 将雅タマモ	 南井 克巳 浦河 信成牧場 490＋ 63：08．55 2．6

88 トウシンモンステラ 牡8黒鹿53 岩田 康誠	サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 490＋103：08．6� 12．2�
89 ラブラドライト �9鹿 53 酒井 学吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B496－ 6 〃 クビ 6．0�
33 サイモントルナーレ 牡12栗 48 松若 風馬澤田 昭紀氏 加藤 和宏 日高 ヤナガワ牧場 452－ 23：09．87 115．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 101，562，300円 複勝： 84，039，400円 枠連： 45，395，100円 馬連： 294，948，000円 馬単： 135，283，600円
ワイド： 112，852，400円 3連複： 337，166，700円 3連単： 733，916，500円 5重勝： 577，981，000円 計： 2，423，145，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 380円 � 180円 � 160円 枠 連（6－7） 4，150円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，160円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 51，230円

5 重 勝
対象競走：京都9R／中山10R／京都10R／中山11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 2，974，900円

票 数

単勝票数 計1015623 的中 � 47720（7番人気）
複勝票数 計 840394 的中 � 44522（7番人気）� 129197（3番人気）� 152848（2番人気）
枠連票数 計 453951 的中 （6－7） 8458（14番人気）
馬連票数 計2949480 的中 �� 59819（18番人気）
馬単票数 計1352836 的中 �� 11215（37番人気）
ワイド票数 計1128524 的中 �� 22502（18番人気）�� 24006（17番人気）�� 67227（6番人気）
3連複票数 計3371667 的中 ��� 41847（26番人気）
3連単票数 計7339165 的中 ��� 10385（179番人気）
5重勝票数 計5779810 的中 ����� 136

ハロンタイム 12．9―11．8―12．0―12．9―12．2―12．7―13．3―13．4―13．0―13．2―12．3―11．5―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．7―36．7―49．6―1：01．8―1：14．5―1：27．8―1：41．2―1：54．2―2：07．4―2：19．7―2：31．2

2，600� 2，800�
―2：42．8―2：54．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンスラーヴァ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 中山5着

2010．2．13生 牡8鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 36戦5勝 賞金 92，768，000円
〔騎手変更〕 サンマルホーム号の騎手藤懸貴志は，第3競走での入線後の落馬負傷のため川又賢治に変更。
※サイモントルナーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01024 1月7日 晴 良 （30京都1）第2日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （芝・右・外）

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
1：31．4
1：30．7

良
良

33 ブランドベルグ �6青鹿57 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476－ 41：34．1 9．7�
11 プリンセスルーラー 牝4黒鹿54 岩田 康誠大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 478± 01：34．2� 13．1�
44 ラベンダーヴァレイ 牝5鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440－121：34．41	 5．6�
66 テ ラ ノ ヴ ァ 牝5芦 55 浜中 俊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500＋ 6 〃 アタマ 2．1�
78 ド ゥ ー カ 牡5栗 57 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 506－ 2 〃 アタマ 6．6	
77 ティーエスクライ 牝6芦 55

54 ☆城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 466－ 21：34．5� 26．9

22 
 ミスズダンディー 牡6鹿 57

55 △森 裕太朗永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 474＋ 41：34．6� 32．5�
89 ブライトボイス 牡6栗 57

54 ▲富田 暁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 504± 0 〃 アタマ 53．9�
55 エルカミーノレアル �7鹿 57

56 ☆小崎 綾也広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 500＋181：34．81	 141．7
810 オーマイガイ 牡5栗 57 国分 恭介廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 472＋ 41：35．54 5．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 97，309，100円 複勝： 118，985，100円 枠連： 34，224，500円
馬連： 188，027，200円 馬単： 104，843，700円 ワイド： 106，237，400円
3連複： 234，684，000円 3連単： 512，973，200円 計： 1，397，284，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 320円 � 450円 � 230円 枠 連（1－3） 5，070円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 810円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 47，490円

票 数

単勝票数 計 973091 的中 � 79699（5番人気）
複勝票数 計1189851 的中 � 94107（5番人気）� 63158（6番人気）� 153342（2番人気）
枠連票数 計 342245 的中 （1－3） 5227（17番人気）
馬連票数 計1880272 的中 �� 34531（15番人気）
馬単票数 計1048437 的中 �� 9836（29番人気）
ワイド票数 計1062374 的中 �� 18649（18番人気）�� 34428（9番人気）�� 26146（13番人気）
3連複票数 計2346840 的中 ��� 24687（23番人気）
3連単票数 計5129732 的中 ��� 7831（151番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．8―11．8―11．8―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―33．9―45．7―57．5―1：09．3―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランドベルグ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Platini デビュー 2015．2．22 小倉1着

2012．4．25生 �6青鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 19戦4勝 賞金 76，158，000円

５レース目



（30京都1）第2日 1月7日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

225，920，000円
12，840，000円
17，880，000円
1，210，000円
24，940，000円
65，164，500円
4，890，600円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
681，621，000円
876，643，100円
329，986，900円
1，505，066，700円
744，311，400円
827，976，700円
1，959，192，300円
3，310，575，200円
577，981，000円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 10，813，354，300円

総入場人員 31，553名 （有料入場人員 30，577名）
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