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01073 1月20日 雨 良 （31京都1）第7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）

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

47 アスカノダイチ 牡3栗 56 岩田 康誠豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 502＋ 21：13．9 4．0�
23 メイショウロサン 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 474－ 21：14．11� 37．1�
713 スナークスター �3鹿 56 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 454＋ 41：14．2クビ 73．5�
11 アイファーメンバー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 484＋ 41：14．3� 6．3�
510 ア サ ミ ン 牝3鹿 54

52 △富田 暁永野 雄介氏 田所 秀孝 新冠 カミイスタット 444＋ 6 〃 アタマ 27．9�
59 � スマートアクシス 牝3栗 54 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 米 Machmer Hall

& Montese LLC 484－ 41：14．4� 4．8�
36 ウ フ フ 牡3栗 56 柴山 雄一内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤沢牧場 488－ 21：14．5� 113．3	
35 ニホンピロファルコ 牡3栗 56 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484＋ 21：14．6クビ 144．7

12 キタノシャンシャン 牝3鹿 54 和田 竜二北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 454＋ 8 〃 アタマ 14．8�
611 タイセイチーフ 牡3鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 470－ 4 〃 クビ 9．0�
24 サンマルベスト 牡3栗 56 M．デムーロ相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 488＋ 41：14．7� 3．0
48 ワンダーバウンサー 牡3鹿 56 国分 恭介山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 458－ 21：14．91 94．4�
714 メイショウベリー 牝3栗 54 	島 良太松本 好�氏 松永 昌博 日高 道見牧場 436＋ 81：15．0� 256．5�
612 シ ャ ク ラ 牡3青鹿56 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 470－ 21：15．31� 176．2�
815 トランスフォーム 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太芳賀 滿男氏 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：15．72� 196．4�
816 ラ ン バ ー ト 牡3鹿 56 岩崎 翼山本又一郎氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 464± 01：16．44 80．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，329，100円 複勝： 44，822，300円 枠連： 12，935，500円
馬連： 55，429，100円 馬単： 28，093，300円 ワイド： 41，353，000円
3連複： 83，490，700円 3連単： 94，280，200円 計： 391，733，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 760円 � 2，020円 枠 連（2－4） 680円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 4，120円 �� 21，770円

3 連 複 ��� 81，320円 3 連 単 ��� 340，060円

票 数

単勝票数 計 313291 的中 � 62396（2番人気）
複勝票数 計 448223 的中 � 69707（3番人気）� 14078（8番人気）� 4941（11番人気）
枠連票数 計 129355 的中 （2－4） 14587（3番人気）
馬連票数 計 554291 的中 �� 14245（12番人気）
馬単票数 計 280933 的中 �� 4196（19番人気）
ワイド票数 計 413530 的中 �� 9934（14番人気）�� 2558（31番人気）�� 477（84番人気）
3連複票数 計 834907 的中 ��� 770（148番人気）
3連単票数 計 942802 的中 ��� 201（603番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．0―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．8―47．8―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスカノダイチ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．11．17 京都8着

2016．5．15生 牡3栗 母 エンゼルジョーカー 母母 ビューチフルドラマ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 キタノシャンシャン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キタノシャンシャン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月20日まで出走できない。

01074 1月20日 雨 稍重 （31京都1）第7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 メイショウオオタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：55．0 12．1�
69 モ ン オ ー ル 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：55．21� 3．2�
33 ヒッチコック 牡3芦 56 国分 恭介薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 498＋ 41：55．41 3．5�
813 テーオーダンケルク 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 464＋ 61：55．72 14．6�
22 グッドヘルスバイオ 牡3芦 56 池添 謙一バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 476－ 61：56．23 6．4�
710 フォリオール 牡3栗 56 中谷 雄太程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 538－ 41：57．05 130．6	
11 ヒロノセンキン �3黒鹿56 松山 弘平サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 476± 01：57．1� 24．7

68 スーペルゴラッソ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 508＋ 41：57．31� 21．0�
711 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 �島 良太西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 508－ 81：57．4� 299．7
812 ニホンピロポケット 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 458－ 81：57．61 154．9�
45 ケイニスメイジャー 牡3栗 56

54 △富田 暁吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：57．7� 36．1�
56 メイケイハリアー 牡3芦 56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 474＋ 4 〃 ハナ 5．9�
57 ブルベアボルド 牡3鹿 56 和田 竜二 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 508± 01：58．65 17．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，003，300円 複勝： 38，044，400円 枠連： 10，377，200円
馬連： 50，817，100円 馬単： 23，895，000円 ワイド： 37，028，100円
3連複： 73，502，400円 3連単： 85，275，400円 計： 347，942，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 310円 � 170円 � 130円 枠 連（4－6） 1，420円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 740円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 23，010円

票 数

単勝票数 計 290033 的中 � 19104（5番人気）
複勝票数 計 380444 的中 � 23120（5番人気）� 55957（3番人気）� 93809（1番人気）
枠連票数 計 103772 的中 （4－6） 5627（6番人気）
馬連票数 計 508171 的中 �� 13767（10番人気）
馬単票数 計 238950 的中 �� 3029（25番人気）
ワイド票数 計 370281 的中 �� 7858（12番人気）�� 12142（9番人気）�� 35295（2番人気）
3連複票数 計 735024 的中 ��� 17800（9番人気）
3連単票数 計 852754 的中 ��� 2686（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．0―49．8―1：02．7―1：15．6―1：28．6―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3
7（12，13）2（6，8）4，9－5（11，3）－10＝1・（7，12）13，2（8，9）4（6，3）10（5，11）＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウオオタカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2018．11．18 京都6着

2016．3．8生 牡3鹿 母 エ ポ レ ッ ト 母母 マキシマムデニール 4戦1勝 賞金 6，300，000円

第１回 京都競馬 第７日



01075 1月20日 小雨 稍重 （31京都1）第7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
1：20．3

重
不良

510 タイガーアチーヴ 牡3鹿 56 松山 弘平伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 �川 啓一 452＋141：26．6 5．4�
11 メイショウカササギ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 464＋ 21：26．7� 3．8�
35 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476－ 21：27．23 8．7�
611 エルマスフエルテ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太増山 武志氏 羽月 友彦 浦河 �川 啓一 456－ 41：27．3� 15．1�
714 ラ ー 牡3鹿 56 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 426－ 41：27．4� 134．4�
23 オグリクロノス 牡3芦 56 池添 謙一 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 新冠 ヤマタケ牧場 452－ 21：27．72 7．1	
24 クリノオンリーワン 牝3芦 54

52 △富田 暁栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430± 0 〃 ハナ 15．1

36 タイセイレオーネ 牡3栗 56 酒井 学田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 472± 0 〃 アタマ 11．2�
612 グランプリワン 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星�グランプリ 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 466＋ 21：27．8� 17．8�
12 ジャコエマリックン 牡3栗 56 柴山 雄一晴間 芳次氏 高橋 義忠 新ひだか 前川 ミツ 448－ 81：27．9� 28．7
48 テイエムウインド 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 日高テイエム

牧場株式会社 484－ 21：28．11� 139．5�
59 タイキマイスター 牡3栗 56 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 21：28．2� 28．1�
713 エルガナドール 牝3鹿 54 和田 竜二久保 博文氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：28．83� 8．4�
816 ピエナガウディ 牡3黒鹿56 秋山真一郎本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社

ケイズ 448－ 81：29．65 176．8�
815 コールドストーン 牡3黒鹿56 松若 風馬臼井義太郎氏 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 470－ 2 〃 クビ 159．5�
47 ウ マ カ モ ン �3鹿 56 中谷 雄太岡 浩二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 492＋121：29．7� 16．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，260，400円 複勝： 40，466，500円 枠連： 14，343，700円
馬連： 57，280，700円 馬単： 24，522，500円 ワイド： 43，710，400円
3連複： 88，687，700円 3連単： 96，557，500円 計： 392，829，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 170円 � 270円 枠 連（1－5） 1，030円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，120円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 19，170円

票 数

単勝票数 計 272604 的中 � 39895（2番人気）
複勝票数 計 404665 的中 � 58299（2番人気）� 70812（1番人気）� 33707（5番人気）
枠連票数 計 143437 的中 （1－5） 10769（3番人気）
馬連票数 計 572807 的中 �� 31407（2番人気）
馬単票数 計 245225 的中 �� 6206（5番人気）
ワイド票数 計 437104 的中 �� 19555（3番人気）�� 9571（12番人気）�� 18424（4番人気）
3連複票数 計 886877 的中 ��� 17734（5番人気）
3連単票数 計 965575 的中 ��� 3651（23番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．4―12．6―12．5―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．8―48．4―1：00．9―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガーアチーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．9．29 阪神7着

2016．4．13生 牡3鹿 母 ハイノリッジ 母母 ゴールドグレース 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイヨウトチキュウ号

01076 1月20日 小雨 稍重 （31京都1）第7日 第4競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

牝，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
1：20．3

重
不良

22 オーパキャマラード 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 482－ 61：26．2 17．8�

55 チュウワフライヤー 牝3栗 54 岩田 康誠中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 ハナ 4．0�
44 ヒデノヴィーナス 牝3栗 54 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 432－ 2 〃 クビ 25．9�
66 フォレブルート 牝3鹿 54 浜中 俊林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434－ 21：26．3� 1．4�
77 サルサレイア 牝3栗 54 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 466－ 41：26．4クビ 8．1�
11 ペイシャクレア 牝3鹿 54 松若 風馬北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 406－ 61：26．5� 16．0	
88 ダンツブライト 牝3栗 54 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 462± 01：27．56 130．9

33 アイルチャーム 牝3栗 54

52 △富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：28．13� 69．3�

89 ア ロ ゴ 牝3黒鹿54 池添 謙一�KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 野坂牧場 464＋ 41：28．52 60．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，271，900円 複勝： 103，639，200円 枠連： 7，992，900円
馬連： 46，923，700円 馬単： 37，918，700円 ワイド： 34，487，300円
3連複： 62，381，300円 3連単： 170，846，400円 計： 503，461，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 1，160円 � 350円 � 1，100円 枠 連（2－5） 3，900円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，780円 �� 780円

3 連 複 ��� 12，630円 3 連 単 ��� 92，570円

票 数

単勝票数 計 392719 的中 � 17583（5番人気）
複勝票数 計1036392 的中 � 22146（6番人気）� 88018（2番人気）� 23441（5番人気）
枠連票数 計 79929 的中 （2－5） 1586（11番人気）
馬連票数 計 469237 的中 �� 9833（8番人気）
馬単票数 計 379187 的中 �� 3147（19番人気）
ワイド票数 計 344873 的中 �� 10894（9番人気）�� 3043（20番人気）�� 11597（8番人気）
3連複票数 計 623813 的中 ��� 3703（28番人気）
3連単票数 計1708464 的中 ��� 1338（155番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―12．2―12．1―12．5―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．6―34．8―46．9―59．4―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F39．3
3 ・（6，5）9（3，4）2（1，7）－8 4 ・（6，5）9，4，2（3，1）7＝8

勝馬の
紹 介

オーパキャマラード �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．15 中京3着

2016．3．29生 牝3黒鹿 母 クロワラモー 母母 メ ジ ェ ー ル 6戦2勝 賞金 14，000，000円
〔発走状況〕 アロゴ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ペイシャクレア号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒

告。（被害馬：5番）
ヒデノヴィーナス号の騎手川須栄彦は，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：5番）

※出走取消馬 ラテリシウス号（疾病〔感冒〕のため）



01077 1月20日 小雨 稍重 （31京都1）第7日 第5競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20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

816 シトラスノート 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 61：36．6 5．4�
815 マルモネオフォース 牝3鹿 54

52 △富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 488＋ 81：37．13 3．7�
35 ノ ー ワ ン 牝3鹿 54 浜中 俊藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 486＋121：37．2� 3．2�
510 メイショウビジュー 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 石橋 守 浦河 富田牧場 438－ 21：37．41� 10．3�
12 ユキエチャン 牝3黒鹿54 池添 謙一大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 7．0�
714 モ イ 牝3黒鹿54 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 382－ 21：37．61� 18．8	
47 キコクイーン 牝3青 54 松山 弘平若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 440＋ 21：37．7� 15．4

11 パ ル メ 牝3栗 54 酒井 学 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 434－12 〃 クビ 24．6�
59 コ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 406－ 4 〃 アタマ 71．3
713 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 398± 01：38．01� 63．1�
612 シェルメール 牝3黒鹿54 和田 竜二 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：38．1� 25．1�
23 ショウナンパルコ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 446－ 81：38．2クビ 76．0�
611 クイーンブロッサム 牝3栗 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438－ 81：38．62� 252．2�
24 ペネトレーター 牝3鹿 54 国分 恭介 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 474＋ 21：38．8� 204．9�
36 ガデスチョイス 牝3黒鹿54 菱田 裕二宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478＋ 21：39．22� 174．0�
48 ヒトヨノユメ 牝3黒鹿54 秋山真一郎岡 浩二氏 吉村 圭司 新ひだか 前川 勝春 408± 01：39．3� 292．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，071，100円 複勝： 48，997，600円 枠連： 17，963，800円
馬連： 64，305，500円 馬単： 26，000，400円 ワイド： 46，194，200円
3連複： 91，131，500円 3連単： 100，312，600円 計： 427，976，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 130円 � 150円 枠 連（8－8） 990円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 310円 �� 380円 �� 280円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 330711 的中 � 48436（3番人気）
複勝票数 計 489976 的中 � 75061（3番人気）� 102819（1番人気）� 84094（2番人気）
枠連票数 計 179638 的中 （8－8） 14034（4番人気）
馬連票数 計 643055 的中 �� 53757（2番人気）
馬単票数 計 260004 的中 �� 10653（4番人気）
ワイド票数 計 461942 的中 �� 37749（2番人気）�� 30002（3番人気）�� 42777（1番人気）
3連複票数 計 911315 的中 ��� 70385（1番人気）
3連単票数 計1003126 的中 ��� 11627（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．9―12．9―12．4―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．6―48．5―1：00．9―1：12．9―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シトラスノート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．2 阪神5着

2016．1．24生 牝3鹿 母 エピセアローム 母母 ラ タ フ ィ ア 5戦1勝 賞金 8，300，000円

01078 1月20日 曇 稍重 （31京都1）第7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

36 アンドラステ 牝3黒鹿54 中井 裕二 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462 ―1：36．9 13．2�

35 シルヴァーソニック 牡3芦 56 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446 ―1：37．64 3．9�
713 クインオブザシーズ 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 422 ―1：37．81� 2．2�
59 ルッチョーラ 牡3青 56 �島 良太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 480 ―1：38．01� 15．5�
816 スターオブバラード 牡3黒鹿56 田中 健光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 446 ―1：38．1� 268．5	
47 ロードルーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 518 ―1：38．52� 8．4

24 サトノエレーナ 牝3青 54 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430 ―1：38．6� 44．3�
815 ピースフルサンデー 牡3青 56 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 浦河 岡本牧場 466 ― 〃 ハナ 48．9�
612 テディボーイ 牡3黒鹿56 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 450 ―1：38．7� 45．9
23 マナブフェイス 牝3黒鹿54 岩崎 翼佐々木 勉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 424 ―1：38．91� 140．1�
11 テ オ レ ー マ 牝3鹿 54 国分 優作水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470 ―1：39．0� 48．2�
48 ゴールデンヘイロー 牡3栗 56 菱田 裕二�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 478 ―1：39．1� 6．9�
611 メイショウガッツ 牡3青 56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 444 ―1：39．31� 124．1�
510 ド ナ カ ル モ 牝3鹿 54 高倉 稜山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 454 ―1：39．61� 202．4�
12 キープザレスト 牝3青鹿54 川須 栄彦 �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 442 ―1：39．91� 24．0�
714 ブルベアビアンコ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：40．0� 241．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，194，800円 複勝： 44，875，900円 枠連： 15，700，100円
馬連： 59，787，000円 馬単： 29，378，600円 ワイド： 39，574，300円
3連複： 77，846，400円 3連単： 97，727，100円 計： 403，084，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 230円 � 130円 � 120円 枠 連（3－3） 2，010円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 620円 �� 620円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 14，940円

票 数

単勝票数 計 381948 的中 � 23039（5番人気）
複勝票数 計 448759 的中 � 32833（5番人気）� 98768（2番人気）� 121844（1番人気）
枠連票数 計 157001 的中 （3－3） 6045（7番人気）
馬連票数 計 597870 的中 �� 23156（7番人気）
馬単票数 計 293786 的中 �� 4332（18番人気）
ワイド票数 計 395743 的中 �� 14971（6番人気）�� 14959（7番人気）�� 51274（1番人気）
3連複票数 計 778464 的中 ��� 36793（2番人気）
3連単票数 計 977271 的中 ��� 4742（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．3―12．9―12．2―12．1―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．2―49．1―1：01．3―1：13．4―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンドラステ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dynaformer 初出走

2016．3．17生 牝3黒鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アレス号・アールウォーケン号・ウインヴァモス号・オルクドール号・キタノハピネス号・キャルグリーン号・

グラッブアドリーム号・クルシュー号・サイベリアン号・セルプランタン号・ダイシンリカール号・ピエナペリー号・
ホッコーメヴィウス号・マッケンユウ号・ミスターホウジュ号・ユニコーンライオン号・ラインエミネント号・
ロードブレス号



01079 1月20日 曇 稍重 （31京都1）第7日 第7競走 1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

47 スピンドクター �4黒鹿56 国分 恭介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 21：54．2 4．4�

612 イラプション �4鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 544＋161：54．3� 14．5�
815 テイエムギフテッド 牡4黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466＋ 21：54．4クビ 10．4�
48 � ディープスピリッツ 牡5鹿 57 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 480＋ 41：54．71� 18．6�
714 マースゴールド 牡4栗 56 和田 竜二キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 466＋ 4 〃 クビ 12．6�
59 � デュアルウィールド 牝4栗 54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 506＋111：55．01� 56．6	
611 ランドジュピター 牡5鹿 57 柴山 雄一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460＋ 6 〃 クビ 8．8

11 マ ン ナ ム 牡4鹿 56

54 △富田 暁永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B494－ 21：55．31� 36．7�
510 ダノンテアトロ 牡4鹿 56 菱田 裕二�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 21：55．51� 8．3�
816 エイシンクリック 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 クビ 3．4
35 ブルベアパンサー 牡5栗 57 小牧 太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 482－ 61：55．81� 24．4�
24 ウォーターミリオン 牡6栗 57

54 ▲服部 寿希山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 454＋ 61：55．9� 312．0�
36 ラ ド ル ク ス 牝4栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 492－ 41：56．43 95．6�
713 ティモシーブルー 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 484± 01：56．5� 42．4�
12 � ネクストステップ 牡4鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 528－ 71：56．6クビ 15．5�
23 ウインネプチューン 牡4青鹿56 高倉 稜�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 61：58．09 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，542，000円 複勝： 47，024，700円 枠連： 21，035，400円
馬連： 83，722，200円 馬単： 32，995，900円 ワイド： 56，577，900円
3連複： 121，483，800円 3連単： 134，092，700円 計： 530，474，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 360円 � 240円 枠 連（4－6） 990円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 640円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 8，250円 3 連 単 ��� 44，430円

票 数

単勝票数 計 335420 的中 � 60220（2番人気）
複勝票数 計 470247 的中 � 79507（1番人気）� 29079（7番人気）� 51438（3番人気）
枠連票数 計 210354 的中 （4－6） 16307（3番人気）
馬連票数 計 837222 的中 �� 19358（11番人気）
馬単票数 計 329959 的中 �� 3858（22番人気）
ワイド票数 計 565779 的中 �� 12262（11番人気）�� 24039（3番人気）�� 5969（28番人気）
3連複票数 計1214838 的中 ��� 11032（19番人気）
3連単票数 計1340927 的中 ��� 2188（116番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．1―12．9―13．0―12．7―12．4―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．9―49．8―1：02．8―1：15．5―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スピンドクター �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．5．27 京都7着

2015．3．23生 �4黒鹿 母 チャタラティ 母母 Melhor Ainda 7戦2勝 賞金 13，250，000円
〔その他〕 ティモシーブルー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ティモシーブルー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月20日まで出走できない。

01080 1月20日 曇 稍重 （31京都1）第7日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：43．9
1：43．9

良
良

610 ノーブルカリナン 牝4黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 456＋261：49．0 2．0�
712 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 514＋121：49．53 22．2�
713 デクレアラー 牡4栗 56

54 △富田 暁�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 22．1�

814 ムーンライトナイト 牝4鹿 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 41：49．6� 20．5�

58 ウインルチル 牝4栗 54 高倉 稜�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 436－ 21：49．7� 129．8	
35 ミエノウインウイン �4黒鹿56 和田 竜二里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：49．8� 4．1

815 エスペランサルル 牝7栗 55 国分 恭介江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 438＋ 61：49．9� 303．8�
59 アスタービーナス 牝4鹿 54

53 ☆坂井 瑠星加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 406± 01：50．0� 25．3
611 スラッシュメタル 牡4鹿 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 446± 01：50．1クビ 4．7�
47 � ダノンクライム 牡5芦 57 松山 弘平�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 528－ 3 〃 クビ 23．4�
11 ダイシンカレラ 牡7黒鹿57 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 490± 01：51．16 79．6�
23 ニシノベースマン 牡4黒鹿56 浜中 俊西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 458＋ 41：51．31	 157．9�
46 プ ロ キ シ マ 牝5青 55 池添 謙一�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 490＋201：51．4� 36．9�
34 アグネススターダム 牡6栗 57 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 470＋ 41：51．5� 73．4�
22 ア ン セ ム 牡5鹿 57 秋山真一郎ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 61：52．35 39．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，385，900円 複勝： 56，443，700円 枠連： 20，128，800円
馬連： 84，012，300円 馬単： 39，903，800円 ワイド： 59，292，000円
3連複： 115，924，100円 3連単： 150，763，600円 計： 568，854，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 460円 � 400円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 970円 �� 840円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 35，970円

票 数

単勝票数 計 423859 的中 � 162295（1番人気）
複勝票数 計 564437 的中 � 137384（1番人気）� 25688（7番人気）� 30653（4番人気）
枠連票数 計 201288 的中 （6－7） 20164（3番人気）
馬連票数 計 840123 的中 �� 26318（6番人気）
馬単票数 計 399038 的中 �� 8117（9番人気）
ワイド票数 計 592920 的中 �� 15925（7番人気）�� 18735（4番人気）�� 4148（33番人気）
3連複票数 計1159241 的中 ��� 8334（26番人気）
3連単票数 計1507636 的中 ��� 3038（102番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．1―12．5―12．1―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．6―47．7―1：00．2―1：12．3―1：24．3―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルカリナン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2017．8．5 新潟3着

2015．4．17生 牝4黒鹿 母 ノーブルジュエリー 母母 Noble Stella 8戦2勝 賞金 29，262，000円
※ウインルチル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01081 1月20日 曇 稍重 （31京都1）第7日 第9競走 ��2，400�
む つ き

睦 月 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，30．1．20以降31．1．14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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
2：20．6

良
良

55 コスモピクシス 牝6黒鹿51 坂井 瑠星 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 22：29．7 7．8�
11 フォイヤーヴェルク 牡6青鹿56 和田 竜二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B458－ 22：29．91� 4．9�
33 ノチェブランカ 牝4芦 51 松若 風馬吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460＋ 82：30．21� 5．1�
22 ピッツバーグ �6鹿 53 松山 弘平�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 508＋182：30．41� 29．0�
66 � ウインガーネット 牝6黒鹿52 富田 暁�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 518± 02：30．5	 18．0	
77 レプランシュ 牡6鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：30．82 11．6

88 アドマイヤアゼリ 牡5鹿 55 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 42：31．01� 1．8�
44 エイシンメッセ 牝4黒鹿50 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 432＋ 62：31．21� 80．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，070，400円 複勝： 50，588，800円 枠連： 発売なし
馬連： 76，886，900円 馬単： 46，998，300円 ワイド： 41，673，400円
3連複： 87，658，800円 3連単： 245，819，200円 計： 588，695，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 180円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 520円 �� 580円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 19，660円

票 数

単勝票数 計 390704 的中 � 39576（4番人気）
複勝票数 計 505888 的中 � 51001（4番人気）� 77218（2番人気）� 68870（3番人気）
馬連票数 計 768869 的中 �� 28635（7番人気）
馬単票数 計 469983 的中 �� 7687（15番人気）
ワイド票数 計 416734 的中 �� 20446（7番人気）�� 17878（8番人気）�� 25746（5番人気）
3連複票数 計 876588 的中 ��� 23799（10番人気）
3連単票数 計2458192 的中 ��� 9062（64番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．7―13．0―13．3―13．1―12．6―12．9―12．5―11．8―12．3―12．2

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―24．3―36．0―49．0―1：02．3―1：15．4―1：28．0―1：40．9―1：53．4―2：05．2―2：17．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモピクシス 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．26 中山6着

2013．5．23生 牝6黒鹿 母 ベリーリズミック 母母 ブラッシングキャティ 40戦3勝 賞金 54，163，000円

01082 1月20日 曇 稍重 （31京都1）第7日 第10競走 ��1，800�
まいづる

舞鶴ステークス
発走15時00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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

22 タイキフェルヴール 牡4栗 56 池添 謙一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 514－ 21：52．4 1．7�

78 シ ロ ニ イ 牡5白 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：52．71� 15．5�

55 デザートスネーク �5鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 490± 01：52．8� 4．2�
66 メイプルブラザー 牡5栗 57 和田 竜二節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 480－181：53．33 15．4�
67 メイショウテムズ 牡5栗 57 柴山 雄一松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 502＋ 61：53．51� 17．3	
11 クリノリトミシュル 牝6鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 506± 0 〃 ハナ 14．2

33 エジステンツァ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 61：53．81� 10．3�
79 ソリティール �6栗 57 中谷 雄太�G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：54．01	 189．2�
811 レッドウィズダム 牡6鹿 57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 506＋ 6 〃 ハナ 19．5
810 タイセイパルサー 牡6黒鹿57 松山 弘平田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 496－ 21：54．21� 51．2�
44 タマモイレブン 牡7鹿 57 
島 良太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 530－ 81：55．26 346．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，209，400円 複勝： 69，954，500円 枠連： 25，864，300円
馬連： 134，239，800円 馬単： 67，950，800円 ワイド： 83，652，400円
3連複： 186，197，000円 3連単： 326，726，300円 計： 952，794，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 240円 � 130円 枠 連（2－7） 1，470円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 510円 �� 170円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，310円

票 数

単勝票数 計 582094 的中 � 270532（1番人気）
複勝票数 計 699545 的中 � 224589（1番人気）� 44822（6番人気）� 148812（2番人気）
枠連票数 計 258643 的中 （2－7） 13622（6番人気）
馬連票数 計1342398 的中 �� 74133（6番人気）
馬単票数 計 679508 的中 �� 25851（7番人気）
ワイド票数 計 836524 的中 �� 36207（7番人気）�� 167926（1番人気）�� 24078（11番人気）
3連複票数 計1861970 的中 ��� 104066（5番人気）
3連単票数 計3267263 的中 ��� 37481（16番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．6―13．1―12．3―12．5―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．7―51．8―1：04．1―1：16．6―1：28．6―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキフェルヴール �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Any Given Saturday デビュー 2017．7．2 福島5着

2015．3．17生 牡4栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 10戦4勝 賞金 57，822，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



01083 1月20日 曇 稍重 （31京都1）第7日 第11競走 ��1，400�
いわしみず

石清水ステークス
発走15時35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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

34 タイムトリップ 牡5黒鹿57 柴山 雄一中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 506＋ 61：22．2 19．7�
46 レッドアンシェル 牡5青鹿57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 468＋22 〃 アタマ 4．0�
11 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512± 01：22．62� 4．4�
711 レインボーフラッグ 牡6鹿 57 和田 竜二 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 462－ 81：22．7� 11．3�
814 ボンセルヴィーソ 牡5栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 484＋16 〃 クビ 5．2�
610 テ ラ ノ ヴ ァ 牝6芦 55 池添 謙一 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490＋ 81：22．8� 48．4

813 ヤマカツグレース 牝5栗 55 国分 恭介山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 454＋ 21：22．9� 21．8�
33 アマルフィコースト 牝4黒鹿54 秋山真一郎 	社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474± 01：23．0クビ 4．4�
58 タケショウベスト 牝5鹿 55 菱田 裕二	ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 472－ 4 〃 アタマ 31．3
69 ハナズレジェンド 牡6栗 57 中谷 雄太広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 470＋ 21：23．1� 52．6�
712 サプルマインド 牝6鹿 55 岩田 康誠 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458＋ 61：23．2� 14．3�
45 スカイパッション 牝7栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 466＋ 41：23．3クビ 175．4�
22 タイセイスターリー 牡5鹿 57 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B536＋ 4 〃 ハナ 40．8�
57 ワキノヒビキ 牡7鹿 57 小牧 太脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 514＋201：23．4� 154．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 86，182，300円 複勝： 123，948，600円 枠連： 65，313，100円
馬連： 310，649，800円 馬単： 117，532，300円 ワイド： 155，733，200円
3連複： 484，839，000円 3連単： 684，784，500円 計： 2，028，982，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 370円 � 190円 � 200円 枠 連（3－4） 710円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 9，840円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，800円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 58，210円

票 数

単勝票数 計 861823 的中 � 34942（7番人気）
複勝票数 計1239486 的中 � 72220（7番人気）� 184445（2番人気）� 173865（3番人気）
枠連票数 計 653131 的中 （3－4） 70836（1番人気）
馬連票数 計3106498 的中 �� 58961（15番人気）
馬単票数 計1175323 的中 �� 8956（39番人気）
ワイド票数 計1557332 的中 �� 28486（16番人気）�� 21428（23番人気）�� 72948（5番人気）
3連複票数 計4848390 的中 ��� 50202（23番人気）
3連単票数 計6847845 的中 ��� 8528（202番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．6―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―46．4―58．1―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイムトリップ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ホークアタック デビュー 2016．7．2 福島1着

2014．3．26生 牡5黒鹿 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 18戦4勝 賞金 91，857，000円

01084 1月20日 曇 稍重 （31京都1）第7日 第12競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

44 バーンフライ 牡4黒鹿56 高倉 稜�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 41：24．9 7．9�

56 テイエムグッドマン 牡5鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 498＋ 4 〃 ハナ 3．6�
710 グロワールシチー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 472＋ 6 〃 クビ 3．2�
22 ラブリーイレブン 牝4栗 54

53 ☆坂井 瑠星吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 B438± 01：25．21� 10．2�
68 バ レ ー ロ �5黒鹿57 和田 竜二 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498＋141：25．51� 4．2	
57 タガノアニード 牝5黒鹿55 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B474－101：25．6� 54．9

813 タガノリアン 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 61：25．7� 12．9�
812 ア バ ン サ ル �8栗 57 国分 恭介今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 506＋ 21：25．91� 94．5�
711 ランドハイパワー 牡6鹿 57 岩田 康誠木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 502＋ 21：26．0クビ 50．0
33 リリーウイナー 牡7鹿 57 岩崎 翼土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 516＋101：27．06 251．7�
11 ラ イ リ ー 牡4黒鹿 56

53 ▲服部 寿希古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 484＋ 21：27．1� 115．6�
69 � フェリシアルチア 牝5栗 55 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 514＋ 61：27．2� 266．6�
45 オペラアクター 牡4栗 56

54 △富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 420＋ 4 （競走中止） 14．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 67，504，800円 複勝： 76，473，900円 枠連： 35，208，100円
馬連： 164，403，500円 馬単： 63，461，000円 ワイド： 93，701，100円
3連複： 222，932，200円 3連単： 326，390，100円 計： 1，050，074，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 140円 � 150円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 440円 �� 570円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 9，920円

票 数

単勝票数 計 675048 的中 � 67532（4番人気）
複勝票数 計 764739 的中 � 91425（4番人気）� 157632（1番人気）� 133459（2番人気）
枠連票数 計 352081 的中 （4－5） 35700（4番人気）
馬連票数 計1644035 的中 �� 111201（4番人気）
馬単票数 計 634610 的中 �� 18100（8番人気）
ワイド票数 計 937011 的中 �� 52397（4番人気）�� 39298（6番人気）�� 90797（1番人気）
3連複票数 計2229322 的中 ��� 130605（2番人気）
3連単票数 計3263901 的中 ��� 23847（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―36．3―48．7―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーンフライ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．25 京都3着

2015．3．20生 牡4黒鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 13戦3勝 賞金 29，221，000円
〔競走中止〕 オペラアクター号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ライリー号の騎手服部寿希は，向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。（被害馬：2番・

5番）

４レース目



（31京都1）第7日 1月20日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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

210，660，000円
7，600，000円
21，360，000円
1，090，000円
23，230，000円
67，937，500円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
525，025，400円
745，280，100円
246，862，900円
1，188，457，600円
538，650，600円
732，977，300円
1，696，074，900円
2，513，575，600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 8，186，904，400円

総入場人員 14，544名 （有料入場人員 13，782名）



平成31年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 84回 出走延頭数 1，192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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，687，800，000円
35，490，000円
143，730，000円
10，100，000円
189，460，000円
5，500，000円
486，188，250円
32，429，400円
11，443，200円

勝馬投票券売得金
5，165，796，100円
7，314，138，200円
2，466，191，800円
12，370，754，700円
5，333，170，400円
7，201，657，200円
17，443，789，800円
26，188，082，700円
2，688，590，200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 86，172，171，100円

総入場延人員 148，928名 （有料入場延人員 142，911名）
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