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01025 1月8日 曇 稍重 （30京都1）第3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

47 マイネルカイノン 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 41：54．9 3．4�

36 � ベストマイウェイ 牡3鹿 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B532＋ 81：55．0� 5．8�
11 フィールドドウサン 牡3黒鹿56 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 522＋ 41：55．1� 6．3�
23 � イ グ レ ッ ト 牝3栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. B444－ 21：55．73� 20．2�
12 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞	湖 レイクヴィラファーム 486＋ 41：56．23 24．6�
612 スリースプリング 牡3青鹿56 国分 恭介永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 456＋ 41：56．41
 176．4	
24 ダレモカレモ 牡3栗 56 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 460－ 41：56．61 52．9

714 ショウナンマリブ 牡3芦 56 幸 英明国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 474＋ 41：56．81� 5．9�
713 アドマイヤツルギ 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋181：57．65 36．3�
611 ヴィジャランス 牡3青鹿 56

53 ▲富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 548＋ 21：58．34 236．2
48 グランサージュ 牡3黒鹿56 藤岡 康太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 474－ 6 〃 ハナ 9．8�
816 シ メ イ 牡3青鹿 56

53 ▲川又 賢治仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 494－ 2 〃 ハナ 16．1�

35 ブラックジルベルト 牡3黒鹿56 池添 謙一安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 464± 01：58．51
 7．4�
59 ワールドビーター �3鹿 56

54 △森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438－ 81：58．71 74．7�

510 リベリュール 牡3栗 56
55 ☆城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 浦河 赤田牧場 484＋122：00．310 109．1�

815 ダンツチャクジツ 牡3鹿 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466± 02：02．1大差 288．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，381，100円 複勝： 50，142，200円 枠連： 19，857，700円
馬連： 74，962，600円 馬単： 33，071，500円 ワイド： 50，489，000円
3連複： 107，764，400円 3連単： 119，523，500円 計： 490，192，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 220円 枠 連（3－4） 450円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 400円 �� 630円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 10，410円

票 数

単勝票数 計 343811 的中 � 78759（1番人気）
複勝票数 計 501422 的中 � 109624（1番人気）� 69357（2番人気）� 48981（4番人気）
枠連票数 計 198577 的中 （3－4） 34197（1番人気）
馬連票数 計 749626 的中 �� 64393（1番人気）
馬単票数 計 330715 的中 �� 17455（1番人気）
ワイド票数 計 504890 的中 �� 33901（2番人気）�� 20263（5番人気）�� 15781（7番人気）
3連複票数 計1077644 的中 ��� 35524（3番人気）
3連単票数 計1195235 的中 ��� 8318（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―35．9―48．3―1：01．2―1：14．0―1：27．9―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルカイノン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．7．22 中京5着

2015．3．23生 牡3青鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 7戦1勝 賞金 10，750，000円
〔制裁〕 ベストマイウェイ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リベリュール号・ダンツチャクジツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月

8日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 モンテガナール号・ヤマニンデポルテ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウミナモト号

01026 1月8日 小雨 稍重 （30京都1）第3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，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
1：47．8
1：47．8

重
重

710 レジェンディスト 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 450 ―1：56．5 5．2�

79 シンゼンアイル 牝3鹿 54 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 478 ―1：58．3大差 4．0�

68 アップティルナウ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470 ―1：58．83 4．1�
812 パーフェクトクイン 牝3鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440 ―1：59．01� 14．2�
11 ナイトレイン 牝3鹿 54 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482 ―2：00．27 3．3	
33 カ ル チ ョ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 414 ―2：00．51� 51．4

67 マイアモーレ 牝3青鹿 54

51 ▲川又 賢治平川 浩之氏 坂口 正則 新ひだか 高橋フアーム 422 ―2：01．35 66．9�
44 アザミジョウ 牝3青 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 440 ― 〃 アタマ 29．3�
22 コメディアン 牝3鹿 54 幸 英明栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 450 ―2：01．4クビ 41．2
811 ダイヤモンドアイズ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 470 ―2：01．72 14．0�
55 サンレイファミリー 牝3栗 54

52 △森 裕太朗永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 402 ―2：02．01� 54．6�
56 ビクトリークロス 牝3青鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 430 ―2：02．95 47．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，271，600円 複勝： 33，335，300円 枠連： 14，088，600円
馬連： 51，210，900円 馬単： 26，908，100円 ワイド： 32，072，000円
3連複： 67，431，900円 3連単： 91，365，800円 計： 344，684，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（7－7） 970円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 350円 �� 420円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 282716 的中 � 43286（4番人気）
複勝票数 計 333353 的中 � 51641（4番人気）� 72561（1番人気）� 56384（3番人気）
枠連票数 計 140886 的中 （7－7） 11208（5番人気）
馬連票数 計 512109 的中 �� 41948（4番人気）
馬単票数 計 269081 的中 �� 10046（8番人気）
ワイド票数 計 320720 的中 �� 23895（3番人気）�� 19148（5番人気）�� 23088（4番人気）
3連複票数 計 674319 的中 ��� 43454（3番人気）
3連単票数 計 913658 的中 ��� 10072（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―37．8―51．6―1：05．3―1：18．8―1：31．7―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レジェンディスト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Awesome Again 初出走

2015．2．23生 牝3鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビクトリークロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月8日まで平地競

走に出走できない。

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月8日 小雨 稍重 （30京都1）第3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）
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 メイショウイサナ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 512＋ 41：25．6 5．2�
36 グローリーグローリ 牡3黒鹿56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 488＋ 41：26．23� 35．6�
815 タガノプレトリア 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 21：26．3	 27．7�
612 クレヴァーパッチ 牡3栗 56 戸崎 圭太陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 508± 01：26．4� 2．1�
59 ミッキーマインド 牡3鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 468＋ 61：26．5� 15．4�
47 エイシンデジタル 牡3栗 56 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 506± 0 〃 クビ 45．0	
23 ガウラミディ 牝3栗 54 岩崎 翼村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 498＋ 61：26．6クビ 262．9

611 テイエムオスカー 牡3黒鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 478＋ 41：26．91	 25．7�
816 ヴーディーズピアス 牝3青鹿54 幸 英明田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 468＋ 41：27．32� 57．3�
714 カタトゥンボ 牡3栗 56 川田 将雅畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 480± 01：27．51� 30．6
24 タニノミステリー 牡3黒鹿56 北村 友一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 442＋ 2 〃 アタマ 38．7�
510 ビコーズオブユー 
3栗 56 �島 良太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492± 01：27．81	 122．0�
713 スワーヴポルトス 牡3鹿 56 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 434＋ 41：28．11	 5．7�
12 カシノランペイジ 牡3黒鹿56 �島 克駿柏木 務氏 谷 潔 鹿児島 柏木 務 502－ 11：28．73� 247．0�
35 スカイルーク 牡3鹿 56 福永 祐一菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 470＋ 41：29．44 24．9�
11 マッスルマサムネ 牡3鹿 56 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 492＋ 81：30．35 10．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，604，600円 複勝： 72，984，200円 枠連： 20，846，000円
馬連： 87，091，100円 馬単： 46，569，300円 ワイド： 63，444，200円
3連複： 128，110，100円 3連単： 163，620，900円 計： 631，270，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 790円 � 560円 枠 連（3－4） 2，300円

馬 連 �� 6，680円 馬 単 �� 11，230円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，760円 �� 6，900円

3 連 複 ��� 40，740円 3 連 単 ��� 197，370円

票 数

単勝票数 計 486046 的中 � 73735（2番人気）
複勝票数 計 729842 的中 � 107529（2番人気）� 21314（10番人気）� 31151（5番人気）
枠連票数 計 208460 的中 （3－4） 7007（9番人気）
馬連票数 計 870911 的中 �� 10092（19番人気）
馬単票数 計 465693 的中 �� 3110（31番人気）
ワイド票数 計 634442 的中 �� 9217（19番人気）�� 9397（18番人気）�� 2321（60番人気）
3連複票数 計1281101 的中 ��� 2358（102番人気）
3連単票数 計1636209 的中 ��� 601（467番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．8―12．5―12．7―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．7―47．2―59．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイサナ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Point Given デビュー 2017．12．2 阪神1着

2015．4．10生 牡3栗 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走状況〕 マッスルマサムネ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マッスルマサムネ号は，発走調教再審査。

01028 1月8日 小雨 稍重 （30京都1）第3日 第4競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走11時40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

48 フォースライン 牡4黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：59．7 5．2�
11 サマーサプライズ 牡4鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 482＋442：00．12� 149．6�
510 カフジキング 牡5鹿 57 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 464－ 22：00．31� 2．1�
24 ジャストコーズ �5青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508＋ 42：00．72� 5．5�
815 アドマイヤカロ 牡7栗 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 552＋ 42：00．8� 19．2�
714 ブリーズスズカ 牡5青鹿57 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478＋122：01．97 64．0	
713 クリノピョートル 牡4栗 56 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 514＋24 〃 アタマ 35．7

611 ワンダースペリオル 牡5鹿 57 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 真歌伊藤牧場 508＋142：02．11� 33．0�
23 ジョースターライト 牡5青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B472＋ 62：02．41	 7．5�
59 オースミメテオール 牡4黒鹿56 酒井 学オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 534＋ 2 〃 ハナ 24．7�
35 プログレスシチー 牡5鹿 57 藤岡 康太 友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 492＋122：02．5クビ 135．9�
36 ウインベラシアス 牡4栗 56 岩田 康誠ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 506＋ 2 〃 クビ 25．4�
12 アロマティカス 牡4鹿 56 秋山真一郎山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B458＋ 22：02．92� 190．3�
47 イージーマネー 牡4芦 56 福永 祐一丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋102：03．21	 36．5�
612 ミヤジユウダイ 牡4鹿 56 
島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 542－ 22：03．3	 110．0�
816 ダンツエンペラー 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 490＋122：03．72� 35．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，209，200円 複勝： 81，345，300円 枠連： 25，502，700円
馬連： 89，917，100円 馬単： 53，734，200円 ワイド： 60，952，700円
3連複： 128，832，800円 3連単： 180，039，500円 計： 667，533，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 2，580円 � 110円 枠 連（1－4） 15，610円

馬 連 �� 42，880円 馬 単 �� 66，940円

ワ イ ド �� 13，320円 �� 230円 �� 7，140円

3 連 複 ��� 31，020円 3 連 単 ��� 311，520円

票 数

単勝票数 計 472092 的中 � 71837（2番人気）
複勝票数 計 813453 的中 � 115993（2番人気）� 3634（16番人気）� 352756（1番人気）
枠連票数 計 255027 的中 （1－4） 1266（26番人気）
馬連票数 計 899171 的中 �� 1625（67番人気）
馬単票数 計 537342 的中 �� 602（107番人気）
ワイド票数 計 609527 的中 �� 1017（77番人気）�� 84986（1番人気）�� 1906（56番人気）
3連複票数 計1288328 的中 ��� 3114（80番人気）
3連単票数 計1800395 的中 ��� 419（634番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．3―30．0―43．2―55．9―1：08．4―1：21．0―1：34．0―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォースライン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．3 阪神4着

2014．3．2生 牡4黒鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 10戦2勝 賞金 25，800，000円
〔発走状況〕 アロマティカス号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ワンダーアビルマン号
（非抽選馬） 1頭 ナムラヘラクレス号



01029 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第5競走 ��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

816 ジ ェ シ ー 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 474＋ 62：02．3 3．8�
815 ムーンレイカー 牡3鹿 56 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム B464－ 62：02．94 2．0�
612 シ ー リ ア 牝3青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 42：03．32� 9．4�
12 シゲルシイタケ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 462± 02：03．4� 226．1�
23 エ イ コ ー ン 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 452－ 22：03．61� 113．5�
611 イペルラーニオ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 484－ 22：04．66 100．7	
59 トーセンブレイヴ 牡3黒鹿56 M．デムーロ島川 
哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500± 02：05．13 6．6�
11 インノータイム 牡3栗 56 武 豊了德寺健二氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 416＋ 22：05．2クビ 18．5�
24 アドマイヤセレブ 牝3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B456－ 2 〃 クビ 60．9
36 リバプールタウン 牡3鹿 56 幸 英明薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 482＋ 22：05．3� 49．2�
47 エスケートーラス 牡3鹿 56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 454± 02：05．4� 57．4�
510 サウンドガバーナ 牡3鹿 56 菱田 裕二増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 494－ 22：05．61� 97．7�
48 イ ザ ナ ミ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 388－ 22：05．92 221．0�
713 アンバービーチ 牝3鹿 54 松山 弘平小川眞査雄氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464－122：06．0クビ 49．8�
35 マイネルハイルング 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 482＋ 22：07．59 40．5�

714 ダノンパンサー 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ダノックス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 478－102：07．71� 22．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，718，300円 複勝： 81，001，800円 枠連： 27，394，700円
馬連： 90，491，400円 馬単： 48，569，200円 ワイド： 62，353，200円
3連複： 132，863，500円 3連単： 184，023，500円 計： 681，415，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（8－8） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 170円 �� 550円 �� 370円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 547183 的中 � 113512（2番人気）
複勝票数 計 810018 的中 � 135262（2番人気）� 343692（1番人気）� 72083（4番人気）
枠連票数 計 273947 的中 （8－8） 68325（1番人気）
馬連票数 計 904914 的中 �� 216170（1番人気）
馬単票数 計 485692 的中 �� 48001（2番人気）
ワイド票数 計 623532 的中 �� 121574（1番人気）�� 23660（5番人気）�� 38543（3番人気）
3連複票数 計1328635 的中 ��� 117928（2番人気）
3連単票数 計1840235 的中 ��� 37975（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．5―12．3―12．3―12．4―12．2―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．9―48．2―1：00．5―1：12．9―1：25．1―1：37．4―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ シ ー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．8 東京2着

2015．3．28生 牡3鹿 母 ジ ェ シ カ 母母 セシルカット 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルハイルング号・ダノンパンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年2月8日まで平地競走に出走できない。

01030 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00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

510 レッドレオン 牡3青鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442 ―1：38．7 2．3�
815 ボナヴィーゴ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 クビ 3．0�
47 アリュマージュ 牝3栃栗 54

51 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418 ―1：38．91� 8．6�

24 ネンゲンボス 牡3鹿 56 浜中 俊畔柳 年言氏 中川 公成 浦河 アイオイファーム 444 ―1：39．64 51．1�
713 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 古川 吉洋國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 454 ― 〃 ハナ 22．8	
23 ウインドピトレスク 牝3栗 54 中井 裕二福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：39．81� 117．1

612 マセラシオン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 クビ 39．1�
36 ノボリレーヴ 牝3鹿 54 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 452 ―1：39．9クビ 54．4�
11 バロンボーテ 牝3栗 54 国分 優作永見 貴昭氏 青木 孝文 浦河 栄進牧場 420 ―1：40．11� 194．7
611 キュアビューティ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁吉澤 克己氏 橋口 慎介 様似 清水スタッド 400 ― 〃 クビ 18．6�
12 シゲルワサビ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 片山牧場 560 ―1：40．2� 69．8�
35 コスモジェネラル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新ひだか タイヘイ牧場 440 ―1：40．62 106．5�
816 シゲルニンニク 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450 ―1：41．02� 99．6�
48 サトノレックス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452 ―1：41．21� 6．8�
59 ウインドエルドール 牡3栗 56 松若 風馬福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 434 ―1：42．37 133．9�
714 ナンヨーエテ 牡3鹿 56 岩田 康誠中村 德也氏 斎藤 誠 新ひだか 三石橋本牧場 512 ―1：56．5大差 31．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，672，000円 複勝： 45，471，800円 枠連： 21，181，400円
馬連： 65，433，100円 馬単： 39，975，200円 ワイド： 44，669，600円
3連複： 86，651，600円 3連単： 129，968，100円 計： 477，022，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 220円 �� 390円 �� 440円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 2，510円

票 数

単勝票数 計 436720 的中 � 145892（1番人気）
複勝票数 計 454718 的中 � 117174（1番人気）� 97714（2番人気）� 50415（4番人気）
枠連票数 計 211814 的中 （5－8） 39234（1番人気）
馬連票数 計 654331 的中 �� 119715（1番人気）
馬単票数 計 399752 的中 �� 45376（1番人気）
ワイド票数 計 446696 的中 �� 58113（1番人気）�� 27730（3番人気）�� 23832（5番人気）
3連複票数 計 866516 的中 ��� 68303（2番人気）
3連単票数 計1299681 的中 ��� 37460（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―37．1―49．6―1：01．8―1：14．5―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドレオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike 初出走

2015．1．30生 牡3青鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 ノボリレーヴ号の騎手森一馬は，病気のため幸英明に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨーエテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月8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 エイシンセレーネ号・オールフォーラヴ号・カランドリエ号・ギャング号・サラキア号・シーズオールザット号・

スマートスピカ号・テイエムトレンディ号・テイケイドルチェ号・ナポリタン号・ナムラユメ号・ナリタハーデス号・
ニホンピロタイド号・フェスタマドンナ号・フォルシュナイト号・プラードデラルス号・ペプチドバンブー号・
マロンコート号・ミッキーサウンド号・メイショウトモシビ号・メイショウロセツ号・ロンドンシーズン号



01031 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第7競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 ワンダープラヤアン 牡4栗 56 松山 弘平山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 486＋ 61：25．3 142．7�
713 スペシャルホース 牡4黒鹿56 藤岡 佑介田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B516＋ 2 〃 アタマ 8．3�
815 ランバージャック 牡4栗 56 川田 将雅前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋121：25．72� 24．8�
59 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 56 松若 風馬ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 506＋ 11：25．8クビ 35．4�
510 ラインフィール 牡5栗 57 秋山真一郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 512＋ 81：25．9	 5．4�
816 アシャカリアン 牡4栗 56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 480＋ 2 〃 アタマ 6．8	
24 シンゼンガンプ 牡6鹿 57

56 ☆義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 484＋ 6 〃 ハナ 33．9

12 ジ オ ラ マ 牡5栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 526＋ 41：26．43 3．4�
48 ハートフルタイム 牡4黒鹿56 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 498－ 2 〃 クビ 4．4�
47 � メイショウタカトラ 牡4黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 500－181：26．5� 67．7
11 ナムラムート 牡4栗 56 菱田 裕二奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 502＋101：26．6クビ 39．0�
611� メイショウミツタダ 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人松本 和子氏 坂口 正則 浦河 三嶋牧場 530＋181：27．13 172．5�
612 ランドジュピター 牡4鹿 56 古川 吉洋木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 470＋111：27．31
 310．6�
714� キーネットワーク 牡4鹿 56 池添 謙一北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊田田村牧場 496＋ 41：27．4� 8．9�
23 � カシマホープスター 牡5黒鹿57 岩崎 翼鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 502－ 21：27．71	 191．0�
36 テ ソ ー ロ �4鹿 56 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B496＋ 41：29．4大差 73．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，986，200円 複勝： 64，271，000円 枠連： 23，489，800円
馬連： 100，309，200円 馬単： 46，098，500円 ワイド： 63，111，000円
3連複： 136，795，000円 3連単： 163，852，000円 計： 644，912，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，270円 複 勝 � 2，020円 � 290円 � 750円 枠 連（3－7） 7，320円

馬 連 �� 24，440円 馬 単 �� 58，200円

ワ イ ド �� 5，760円 �� 20，240円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 168，740円 3 連 単 ��� 1，856，130円

票 数

単勝票数 計 469862 的中 � 2633（13番人気）
複勝票数 計 642710 的中 � 7496（13番人気）� 68061（5番人気）� 21409（7番人気）
枠連票数 計 234898 的中 （3－7） 2485（20番人気）
馬連票数 計1003092 的中 �� 3180（49番人気）
馬単票数 計 460985 的中 �� 594（104番人気）
ワイド票数 計 631110 的中 �� 2830（47番人気）�� 798（84番人気）�� 4614（33番人気）
3連複票数 計1367950 的中 ��� 608（224番人気）
3連単票数 計1638520 的中 ��� 64（1678番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．6―12．3―12．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―34．9―47．2―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダープラヤアン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2017．1．14 中山9着

2014．4．25生 牡4栗 母 ワンダーフウラン 母母 ワンダーアロマ 6戦2勝 賞金 12，500，000円
〔制裁〕 メイショウミツタダ号の調教師坂口正則は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイファーマグオー号・アドマイヤロマン号・ヴィクトリアマンボ号・シゲルキツネダイ号

01032 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 デザートストーム 牡4黒鹿56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440＋ 21：10．4 3．2�

11 グランドロワ 牡4栗 56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B484± 01：10．61� 7．7�
611 アドマイヤジャズ 牡6青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 41：10．7� 12．1�
48 ポルボローネ 牝6栗 55 戸崎 圭太小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 446＋141：10．8クビ 6．1�
47 サウンドドゥイット 牡6鹿 57 M．デムーロ増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 456± 0 〃 ハナ 4．6�
23 オトコギマサムネ �7鹿 57 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B502＋ 61：11．11� 60．9�
816 ビップソルダー 牡4鹿 56

55 ☆荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 494＋16 〃 クビ 40．2	
36 ヒ ワ ラ ニ 牝5鹿 55 酒井 学名古屋友豊
 木原 一良 新ひだか 高橋 修 478＋ 61：11．2クビ 27．6�
24 ペプチドリリー 牝4黒鹿 54

51 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 434－ 21：11．3� 11．3�
510 タガノフレイア 牝4鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 406＋ 2 〃 クビ 16．6
714 メイショウバンダイ 牡5栗 57

55 △森 裕太朗松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 464＋101：11．4クビ 153．3�
612 カノヤパリティ 牝5栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 472＋ 4 〃 クビ 41．3�
713 メイショウラバンド 牝7鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 462－ 4 〃 ハナ 36．7�
815
 テイエムマンカイ 牡5黒鹿57 	島 克駿竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 548＋ 21：11．71� 21．2�
59 シーハリケーン �4鹿 56 荻野 琢真 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 484＋101：12．97 115．4�
35 
 スターストリーム 牝5黒鹿55 岩崎 翼 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 438＋ 81：13．53� 91．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，762，500円 複勝： 52，963，100円 枠連： 29，389，700円
馬連： 100，064，400円 馬単： 42，922，000円 ワイド： 59，849，900円
3連複： 132，455，600円 3連単： 167，010，800円 計： 624，418，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 230円 � 250円 枠 連（1－1） 1，370円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 490円 �� 570円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 15，210円

票 数

単勝票数 計 397625 的中 � 98514（1番人気）
複勝票数 計 529631 的中 � 118908（1番人気）� 52633（4番人気）� 46449（5番人気）
枠連票数 計 293897 的中 （1－1） 16548（6番人気）
馬連票数 計1000644 的中 �� 59004（3番人気）
馬単票数 計 429220 的中 �� 13580（5番人気）
ワイド票数 計 598499 的中 �� 32521（2番人気）�� 27300（4番人気）�� 9332（19番人気）
3連複票数 計1324556 的中 ��� 25534（9番人気）
3連単票数 計1670108 的中 ��� 7959（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．8―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 ・（1，5）（8，12）（2，6，9，15）（4，13）（3，10，11）－（7，16）14 4 1（5，8）12（2，6）15（3，4，9）（13，11）（7，10）16－14

勝馬の
紹 介

デザートストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．14 小倉2着

2014．4．11生 牡4黒鹿 母 レディオブパーシャ 母母 ビールジャント 11戦2勝 賞金 24，738，000円
〔制裁〕 グランドロワ号の調教師鈴木孝志は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターストリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月8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） 1頭 シゲルポインター号
（非抽選馬） 7頭 エスペランサリュウ号・オリエンタルポリス号・センターフォワード号・ファミーユボヌール号・ブンブンブラウ号・

マーケットレイズン号・ヤマニンペダラーダ号



01033 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第9競走 ��
��2，200�

こ は た

許 波 多 特 別
発走14時35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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

78 チェスナットコート 牡4栗 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 458＋ 42：15．8 5．3�
810 エーティーサンダー 牡5青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 528＋ 82：16．22� 14．3�
22 シンギュラリティ 牡4鹿 56 M．デムーロ吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 2．7�
33 サイモンラムセス 牡8鹿 57 池添 謙一澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B454＋ 22：16．41	 55．0�
55 メイショウガーデン 牝5黒鹿55 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 532± 0 〃 ハナ 13．1�
67 ダノンディスタンス 牡4鹿 56 川田 将雅�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 522＋ 2 〃 クビ 2．9	
811
 マサハヤダイヤ 牡5栗 57 岩崎 翼中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋ 62：16．82� 20．4

79 ビップレボルシオン 牡7鹿 57 荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 528＋ 82：17．22 40．1�
66 ジャーミネイト 牡4鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 82：17．3� 9．9
11 ラウレアブルーム 牡6鹿 57 森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 506＋102：17．61� 50．0�
44 
 ヒロノカマオレ 6栗 57 菱田 裕二守内ひろ子氏 西橋 豊治 浦河 猿橋 義昭 484－ 62：20．8大差 166．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，876，400円 複勝： 63，290，300円 枠連： 23，963，000円
馬連： 132，807，200円 馬単： 59，429，000円 ワイド： 65，549，000円
3連複： 164，489，000円 3連単： 275，548，200円 計： 836，952，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 270円 � 140円 枠 連（7－8） 1，560円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 360円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 24，660円

票 数

単勝票数 計 518764 的中 � 77046（3番人気）
複勝票数 計 632903 的中 � 97445（3番人気）� 47674（5番人気）� 146213（2番人気）
枠連票数 計 239630 的中 （7－8） 11883（7番人気）
馬連票数 計1328072 的中 �� 29736（12番人気）
馬単票数 計 594290 的中 �� 6716（22番人気）
ワイド票数 計 655490 的中 �� 14821（14番人気）�� 51150（3番人気）�� 25738（7番人気）
3連複票数 計1644890 的中 ��� 46874（9番人気）
3連単票数 計2755482 的中 ��� 8098（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―36．3―48．6―1：00．6―1：13．1―1：26．0―1：38．4―1：51．0―2：03．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チェスナットコート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．27 京都5着

2014．5．8生 牡4栗 母 ホワイトヴェール 母母 ネ ガ ノ 13戦3勝 賞金 51，594，000円
〔騎手変更〕 ラウレアブルーム号の騎手藤懸貴志は，第2日第3競走での入線後の落馬負傷のため森裕太朗に変更。
〔制裁〕 シンギュラリティ号の騎手M．デムーロは，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：7番）

01034 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第10競走 ��
��1，400�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時10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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612� ルグランフリソン 牡5鹿 57 戸崎 圭太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 492＋121：24．0 8．6�

714 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿57 岩田 康誠吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 512＋ 81：24．21 6．9�
815 タイセイエクレール 牡5鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 524± 01：24．41 3．6�
48 プリサイスエース 牡7栗 57 川田 将雅井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 518＋10 〃 クビ 7．9�
816 ナムラミラクル 牡5芦 57 秋山真一郎奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 482＋ 81：24．61	 10．6�
510 スマートレイチェル 牝4黒鹿54 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486＋ 21：24．81	 3．7�
24 ペプチドウォヘッド 牡6鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 458－ 21：24．9
 41．2	
36 メイショウアイアン 牡8鹿 57 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 502± 01：25．0
 24．2

23 � キセキノケイフ 牡5鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 478＋ 41：25．1 62．2�
35 � チェリーサマー 牡6鹿 57 松田 大作櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 524＋ 4 〃 アタマ 51．0
11 ナイトフォックス 牡6鹿 57 池添 謙一石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：25．41 54．7�
12 ガ ン ジ ー 牡7栗 57 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 514＋12 〃 アタマ 35．4�
713 カネコメオスター 牡7栗 57 岩崎 翼髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 510± 0 〃 同着 166．6�
611 ピンストライプ 牡6青鹿57 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534＋12 〃 アタマ 17．7�
59 クールオープニング 牡7青鹿57 北村 友一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 01：25．5クビ 63．5�
47 エリーティアラ 牝6青鹿55 中谷 雄太谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B482＋ 61：28．6大差 138．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，331，700円 複勝： 94，200，800円 枠連： 44，474，000円
馬連： 218，835，300円 馬単： 88，799，900円 ワイド： 109，152，300円
3連複： 298，956，800円 3連単： 418，825，600円 計： 1，343，576，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 340円 � 210円 � 140円 枠 連（6－7） 2，330円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 760円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 27，420円

票 数

単勝票数 計 703317 的中 � 64718（5番人気）
複勝票数 計 942008 的中 � 56682（6番人気）� 111076（3番人気）� 213792（1番人気）
枠連票数 計 444740 的中 （6－7） 14742（9番人気）
馬連票数 計2188353 的中 �� 62596（10番人気）
馬単票数 計 887999 的中 �� 11345（21番人気）
ワイド票数 計1091523 的中 �� 19804（15番人気）�� 36632（7番人気）�� 63078（2番人気）
3連複票数 計2989568 的中 ��� 58050（9番人気）
3連単票数 計4188256 的中 ��� 11073（71番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．0―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．8―46．8―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．8．2 新潟1着

2013．3．21生 牡5鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 23戦5勝 賞金 99，096，000円
〔騎手変更〕 ナムラミラクル号の騎手藤懸貴志は，第2日第3競走での入線後の落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アディラート号・オールポッシブル号・ツーエムマイスター号

１レース目 ３レース目



01035 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第52回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

33 アーモンドアイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464－ 21：37．1 2．9�
67 ツ ヅ ミ モ ン 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �いとはんホール

ディングス 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 540± 01：37．41	 16．7�
811 カ シ ア ス 牡3鹿 57 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 482＋ 2 〃 クビ 7．5�
22 ファストアプローチ 牡3栗 56 M．デムーロ山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 538－ 21：37．82
 3．1�
79 カフジバンガード 牡3鹿 56 藤岡 康太加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 470－101：37．9
 6．6	
11 スターリーステージ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 61：38．11
 10．4

44 ベ ル ガ ド 牡3栗 56 松山 弘平�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 464± 01：38．2クビ 73．8�
78 プ リ ュ ス 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436＋ 41：38．3
 14．3�
66 ブランモンストル 牡3芦 56 松田 大作�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 504－ 21：39．04 28．7
810 ヒシコスマー 牡3黒鹿56 幸 英明阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 478＋ 21：39．63
 36．1�
55 マイネルエメ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：39．7
 95．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 290，470，700円 複勝： 294，454，600円 枠連： 125，844，500円 馬連： 952，044，000円 馬単： 396，432，800円
ワイド： 368，093，400円 3連複： 1，205，106，600円 3連単： 2，410，547，500円 5重勝： 611，971，400円 計： 6，654，965，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 330円 � 210円 枠 連（3－6） 1，680円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 980円 �� 630円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 26，730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����� 112，220円

票 数

単勝票数 計2904707 的中 � 778345（1番人気）
複勝票数 計2944546 的中 � 641213（2番人気）� 184685（6番人気）� 351096（4番人気）
枠連票数 計1258445 的中 （3－6） 58036（9番人気）
馬連票数 計9520440 的中 �� 297987（12番人気）
馬単票数 計3964328 的中 �� 95840（12番人気）
ワイド票数 計3680934 的中 �� 96183（14番人気）�� 155661（6番人気）�� 55291（19番人気）
3連複票数 計12051066 的中 ��� 129340（26番人気）
3連単票数 計24105475 的中 ��� 65373（97番人気）
5重勝票数 計6119714 的中 ����� 3817

ハロンタイム 12．2―11．1―12．4―13．3―12．8―12．1―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．7―49．0―1：01．8―1：13．9―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーモンドアイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．3．10生 牝3鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 3戦2勝 賞金 46，255，000円
※出走取消馬 エアアルマス号（疾病〔左後肢跛行〕のため）

01036 1月8日 雨 稍重 （30京都1）第3日 第12競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

713� ハニージェイド 牝4黒鹿54 M．デムーロ吉田 和子氏 	島 一歩 米
John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

452－ 81：11．5 3．0�
24 � マテラスカイ 牡4栗 56

53 ▲川又 賢治大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 520－ 21：11．81
 18．1�

510 メイショウタラチネ 牝6黒鹿 55
54 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B470＋ 2 〃 クビ 54．1�

36 スズカコーズライン 牡4鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 494＋ 61：11．9クビ 6．6�
47 メイショウアリソン 牡4黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 490－ 4 〃 クビ 4．5�
714 ベ ル ク リ ア 牝5芦 55 北村 友一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 456－ 41：12．0クビ 160．6�
59 ユアマイラブ 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋141：12．1
 19．1	
12 タマモサザンクロス 牡4黒鹿 56

54 △森 裕太朗タマモ
 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 450－ 21：12．2� 46．7�
612 オンリーワンスター 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448－ 2 〃 クビ 156．5
815 ミスズスター 牡5鹿 57 浜中 俊永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 470± 01：12．41� 38．1�
48 カフェライジング 牡6鹿 57 武 豊西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 520＋101：12．5� 5．7�
816 ショウナンカイドウ 牡5栗 57

56 ☆荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B546＋121：12．6クビ 28．4�
35 ウエスタンオウジ 8鹿 57 藤岡 佑介西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム B484－ 41：12．7� 86．0�
11 � スーパーモリオン 牡4青鹿56 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 510＋ 2 〃 ハナ 25．9�
611 ゼットパール 牝4栗 54 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 452＋141：13．76 99．9�
23 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 	島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 504＋ 81：13．91 10．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，894，200円 複勝： 124，574，200円 枠連： 65，531，400円
馬連： 256，170，600円 馬単： 109，342，900円 ワイド： 146，402，300円
3連複： 367，859，300円 3連単： 530，153，900円 計： 1，704，928，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 460円 � 900円 枠 連（2－7） 1，240円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 2，610円 �� 5，910円

3 連 複 ��� 37，420円 3 連 単 ��� 159，810円

票 数

単勝票数 計1048942 的中 � 274928（1番人気）
複勝票数 計1245742 的中 � 232659（1番人気）� 63696（7番人気）� 29848（11番人気）
枠連票数 計 655314 的中 （2－7） 40708（5番人気）
馬連票数 計2561706 的中 �� 44511（15番人気）
馬単票数 計1093429 的中 �� 12618（23番人気）
ワイド票数 計1464023 的中 �� 21941（17番人気）�� 14463（27番人気）�� 6295（54番人気）
3連複票数 計3678593 的中 ��� 7371（109番人気）
3連単票数 計5301539 的中 ��� 2405（444番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．2―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハニージェイド �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Hard Spun デビュー 2016．12．17 阪神3着

2014．2．12生 牝4黒鹿 母 Hard Hat 母母 Bright Feather 8戦3勝 賞金 32，000，000円
〔騎手変更〕 ショウナンカイドウ号の騎手藤懸貴志は，第2日第3競走での入線後の落馬負傷のため荻野極に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ナムラヒューマン号・バシレウスライオン号・ヒルノデンハーグ号・ワキノハガクレ号

５レース目



（30京都1）第3日 1月8日 （祝日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

253，540，000円
7，780，000円
16，650，000円
1，530，000円
29，150，000円
70，729，500円
4，815，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
861，178，500円
1，058，034，600円
441，563，500円
2，219，336，900円
991，852，600円
1，126，138，600円
2，957，316，600円
4，834，479，300円
611，971，400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
5 重 勝
計 15，101，872，000円

総入場人員 16，507名 （有料入場人員 15，703名）
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