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01085 1月25日 曇 重 （2京都1） 第8日 第1競走 ��1，900�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

66 バンクオブクラウズ 牡3芦 56 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 41：58．2 2．9�

22 スズカデレヤ 牡3青鹿56 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 510＋ 2 〃 アタマ 1．3�
44 レッドミダス 牡3鹿 56 S．フォーリー �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 516＋ 61：59．58 26．8�

（愛）

55 チ ェ ー ロ 牡3黒鹿56 太宰 啓介東海林貴大氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 490＋ 82：00．88 88．5�
11 ゼンダンイワミ 牡3黒鹿56 �島 良太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 496± 02：00．9� 139．9�
89 マーキュリーセブン 牡3黒鹿 56

54 △岩田 望来ライオンレースホース� 高橋 義忠 浦河 浦河日成牧場 446± 02：01．11� 18．2	
77 グエルリエーロ 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 468－ 2 〃 ハナ 47．0

33 ゴチソウサン 牡3鹿 56 松田 大作中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 542± 02：02．27 42．2�
810 シ ャ ム エ ル 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 504± 02：02．83� 57．7�
78 コパノマルティーノ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 22：09．3大差 128．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，769，400円 複勝： 115，785，700円 枠連： 8，302，000円
馬連： 41，313，300円 馬単： 36，562，100円 ワイド： 37，775，600円
3連複： 73，779，300円 3連単： 169，982，700円 計： 512，270，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 100円 � 100円 � 220円 枠 連（2－6） 130円

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 110円 �� 510円 �� 420円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，810円

票 数

単勝票数 計 287694 的中 � 78154（2番人気）
複勝票数 計1157857 的中 � 135784（2番人気）� 921312（1番人気）� 15343（5番人気）
枠連票数 計 83020 的中 （2－6） 46716（1番人気）
馬連票数 計 413133 的中 �� 218444（1番人気）
馬単票数 計 365621 的中 �� 76338（2番人気）
ワイド票数 計 377756 的中 �� 176140（1番人気）�� 10547（7番人気）�� 13047（4番人気）
3連複票数 計 737793 的中 ��� 77070（2番人気）
3連単票数 計1699827 的中 ��� 43752（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．4―30．1―43．2―56．0―1：08．8―1：21．5―1：33．9―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンクオブクラウズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．21 阪神4着

2017．3．21生 牡3芦 母 サマーロコガール 母母 マンデームスメ 3戦1勝 賞金 6，970，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コパノマルティーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01086 1月25日 曇 重 （2京都1） 第8日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

45 メイショウベッピン 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 472－121：12．2 5．3�
814 ロゼキルシュ 牝3栗 54

52 △岩田 望来�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 480－ 21：12．3� 8．1�
11 コンゴウレイワ 牝3栗 54 松若 風馬金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：12．61� 14．8�
712 オーシャンズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 490－ 2 〃 ハナ 2．4�
22 メイショウイコロ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 424± 01：12．7� 162．4�
58 ウンダモシタン 牝3黒鹿54 古川 吉洋小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 2 〃 クビ 44．3	
33 セントクリーガー 牝3鹿 54 福永 祐一中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 490－ 41：12．91� 4．1

711 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54 和田 竜二中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 462－101：13．11� 11．4�
813 トゥールドマジ 牝3栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 41：13．2� 57．3�
46 ラヴアンドヨウコ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 416 ―1：13．3� 163．6
610 ジ グ 牝3栗 54 加藤 祥太武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－ 6 〃 クビ 453．1�
34 ミ コ ハ ー ン 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 424＋ 8 〃 ハナ 66．8�
57 エルセントロ 牝3鹿 54 坂井 瑠星吉田 照哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 41：14．04 15．0�
69 スナークアリス 牝3芦 54 川島 信二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 456＋ 61：14．21� 407．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，074，600円 複勝： 48，880，500円 枠連： 10，101，100円
馬連： 50，015，300円 馬単： 25，932，100円 ワイド： 41，619，800円
3連複： 75，792，200円 3連単： 94，232，900円 計： 376，648，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 280円 � 370円 枠 連（4－8） 1，510円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，170円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 35，190円

票 数

単勝票数 計 300746 的中 � 44627（3番人気）
複勝票数 計 488805 的中 � 71851（3番人気）� 44790（4番人気）� 30785（5番人気）
枠連票数 計 101011 的中 （4－8） 5154（7番人気）
馬連票数 計 500153 的中 �� 19803（8番人気）
馬単票数 計 259321 的中 �� 6110（11番人気）
ワイド票数 計 416198 的中 �� 17381（5番人気）�� 9046（14番人気）�� 6188（19番人気）
3連複票数 計 757922 的中 ��� 7076（28番人気）
3連単票数 計 942329 的中 ��� 1941（115番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．0―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．1―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベッピン �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．7 阪神6着

2017．3．21生 牝3鹿 母 メイショウオリビア 母母 ズ リ 3戦1勝 賞金 5，870，000円

第１回 京都競馬 第８日

追 加 記 事（第 1回京都競馬第 7日第 12 競走）
〔その他〕　　ナムラヘラクレス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ナムラヘラクレス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和 2

年 2月19日まで出走できない。



01087 1月25日 曇 重 （2京都1） 第8日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

44 フームスムート 牡3黒鹿56 S．フォーリー ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 486－161：53．5 11．3�

（愛）

810 クールインパクト 牡3栗 56
54 △岩田 望来佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 494± 01：54．03 4．4�

11 ベルラガッツォ �3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－121：54．85 2．8�
66 テイエムキズナオー 牡3黒鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 466＋10 〃 ハナ 6．5�
79 キングズジェム 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 平取 清水牧場 462＋141：55．11� 28．0	
67 オーロラテーラー 牝3栗 54 国分 恭介中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 480－ 21：55．2� 4．2

33 タガノビーザライト 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 41：55．4� 22．8�
811 デルマジェイド 牡3黒鹿56 池添 謙一浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 522＋ 21：55．93 22．9�
78 テーオーバフェット 牡3栗 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム 504－ 21：58．9大差 209．7
22 キクノフラッシュ 牡3鹿 56 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 新冠 長浜牧場 452－ 62：01．3大差 57．2�
55 マイネルヘルツアス 牡3黒鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 460＋262：04．5大差 18．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，253，000円 複勝： 41，287，700円 枠連： 9，980，100円
馬連： 44，842，900円 馬単： 23，403，900円 ワイド： 37，900，400円
3連複： 65，404，300円 3連単： 85，584，600円 計： 338，656，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 250円 � 160円 � 160円 枠 連（4－8） 1，760円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 770円 �� 710円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 21，580円

票 数

単勝票数 計 302530 的中 � 21305（5番人気）
複勝票数 計 412877 的中 � 36015（5番人気）� 72388（3番人気）� 74645（2番人気）
枠連票数 計 99801 的中 （4－8） 4377（7番人気）
馬連票数 計 448429 的中 �� 15873（9番人気）
馬単票数 計 234039 的中 �� 3720（19番人気）
ワイド票数 計 379004 的中 �� 12203（9番人気）�� 13417（8番人気）�� 23719（4番人気）
3連複票数 計 654043 的中 ��� 19408（7番人気）
3連単票数 計 855846 的中 ��� 2874（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．9―49．8―1：02．8―1：15．7―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

フームスムート �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．11．3 福島3着

2017．2．16生 牡3黒鹿 母 ディアジーローズ 母母 セイカシリアス 5戦1勝 賞金 8，200，000円
〔発走状況〕 マイネルヘルツアス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 テーオーバフェット号は，1コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルヘルツアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25日まで平

地競走に出走できない。
キクノフラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月25日まで平地競
走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01088 1月25日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （2京都1） 第8日 第4競走 ��2，910�障害4歳以上未勝利

発走11時30分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：11．2良・重

22 アグネスフォルテ �7栗 60 中村 将之畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 444＋ 43：24．3 2．6�
814� メイプルキング 牡7鹿 60 小坂 忠士節 英司氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 478－ 23：24．4� 16．5�
813 ウインストラグル 牡6黒鹿60 白浜 雄造�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 494＋ 83：25．46 25．0�
11 � マヤノフロスティ 牡5芦 60 平沢 健治田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 524＋ 63：25．5クビ 53．6�
34 タイセイパルサー 牡7黒鹿60 熊沢 重文田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 500＋123：26．03 11．2�
69 メイショウキタグニ 牡5黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 484＋123：26．21	 6．8	
57 � シゲルタケノコ �5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 日高 森永牧場 484＋103：26．52 40．8

45 インペリオーソ 牝5青鹿58 山本 康志吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 478－ 23：27．03 22．9�
712 フ ィ ス キ オ 牡6栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 488＋ 43：27．21
 17．1�
711� クリノヒビキ �5栗 60 黒岩 悠栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 502＋143：27．3
 61．3
58 � マイネルストラトス 牡6黒鹿60 草野 太郎杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 492－ 43：27．4クビ 49．4�
610� アシャカファスト 牡5黒鹿60 北沢 伸也吉冨 学氏 大根田裕之 新冠 中地 義次 468＋103：29．7大差 209．3�
46 ヴェルトゥアル 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 23：30．44 92．0�
33 ファスナハト 牡7青鹿60 西谷 誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 562＋16 （競走中止） 2．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，164，600円 複勝： 23，614，800円 枠連： 11，370，800円
馬連： 35，804，800円 馬単： 19，533，600円 ワイド： 29，759，700円
3連複： 64，838，500円 3連単： 78，981，400円 計： 286，068，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 380円 � 440円 枠 連（2－8） 1，500円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，310円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 17，830円 3 連 単 ��� 58，130円

票 数

単勝票数 計 221646 的中 � 65969（1番人気）
複勝票数 計 236148 的中 � 52619（1番人気）� 13853（7番人気）� 11513（8番人気）
枠連票数 計 113708 的中 （2－8） 5844（5番人気）
馬連票数 計 358048 的中 �� 9571（10番人気）
馬単票数 計 195336 的中 �� 3565（14番人気）
ワイド票数 計 297597 的中 �� 7721（9番人気）�� 5878（14番人気）�� 1763（43番人気）
3連複票数 計 648385 的中 ��� 2727（53番人気）
3連単票数 計 789814 的中 ��� 985（172番人気）
上り 1マイル 1：52．4 4F 54．5－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスフォルテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．23 小倉6着

2013．5．8生 �7栗 母 アグネスリース 母母 アグネスシスター 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ファスナハト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
〔その他〕 アシャカファスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ファスナハト号・アシャカファスト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月25日まで出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アースドラゴン号・ウイングルイーズ号・ウインスラーヴァ号・ショーストーム号・ストロングヘヴン号・

ブショウ号・マーニ号



01089 1月25日 晴 稍重 （2京都1） 第8日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時20分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．3

良
良

33 ヒルノエドワード 牡3黒鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 478＋ 21：37．1 3．4�
22 メイショウケアラシ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490－ 81：37．2� 12．1�
79 ディヴィナシオン 牡3黒鹿56 川田 将雅一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 430－ 21：37．62� 3．9�
810 ノルカソルカ 牡3栗 56 C．ルメール 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 488－ 61：37．81� 2．6�
11 キ ワ ミ 牡3栗 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B472－ 41：38．43� 29．9�
66 マリアネージュ 牝3芦 54 小牧 太 �友駿ホースクラブ 松永 幹夫 新ひだか カタオカフアーム 446－121：38．5� 72．1	
67 ブラックヒューマー 牝3黒鹿 54

52 △岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋201：38．71	 17．9


44 
 サトノジヴェルニー 牡3栗 56 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend
Van Dalfsen 456＋121：38．8� 8．2�

78 リーガルレディ 牝3黒鹿54 石川裕紀人芳賀 滿男氏 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 444－101：39．01	 109．3�
811 サンヘイワード 牡3栗 56 藤懸 貴志 �加藤ステーブル 青木 孝文 日高 株式会社

ケイズ B460± 01：39．21 406．9
55 リトルシャイン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 432－ 21：40．79 222．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，828，600円 複勝： 48，715，700円 枠連： 8，628，100円
馬連： 54，262，800円 馬単： 28，391，400円 ワイド： 41，892，700円
3連複： 73，981，000円 3連単： 117，394，200円 計： 410，094，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（2－3） 1，660円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 430円 �� 230円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 8，430円

票 数

単勝票数 計 368286 的中 � 85091（2番人気）
複勝票数 計 487157 的中 � 137899（1番人気）� 51982（4番人気）� 92930（3番人気）
枠連票数 計 86281 的中 （2－3） 4010（6番人気）
馬連票数 計 542628 的中 �� 28944（6番人気）
馬単票数 計 283914 的中 �� 8568（9番人気）
ワイド票数 計 418927 的中 �� 23119（6番人気）�� 53489（2番人気）�� 20711（7番人気）
3連複票数 計 739810 的中 ��� 35027（6番人気）
3連単票数 計1173942 的中 ��� 10094（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．9―35．3―47．7―1：00．3―1：12．6―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノエドワード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．8．18 札幌3着

2017．3．2生 牡3黒鹿 母 チャオプラヤ 母母 ジョイオブフライト 7戦1勝 賞金 14，250，000円
〔制裁〕 ノルカソルカ号の騎手C．ルメールは，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

01090 1月25日 晴 重 （2京都1） 第8日 第6競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走12時50分 （ダート・右）
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
1：47．6

重
重

48 ヴァンタブラック 牡3青鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 532 ―1：54．3 1．7�
510 タンカノキミ 牝3鹿 54 国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 登別 登別上水牧場 430 ―1：54．4� 56．5�
47 セルファース 牡3黒鹿56 藤井勘一郎水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 522 ― 〃 クビ 161．0�
611 タガノトランキーロ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462 ―1：54．93 4．1�
11 トルネードフラッグ 牝3鹿 54

52 △岩田 望来 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 470 ―1：55．0� 10．8	
815� アンセッドヴァウ 牡3栗 56 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 478 ― 〃 アタマ 13．8

12 � アスワンサンセット 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 米 Teruya

Yoshida 492 ―1：56．06 11．5�
23 マテラジニアス 牡3芦 56 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 えりも 寺井 文秀 482 ―1：56．1� 23．5�
714 キーンウィット 牡3栗 56 国分 優作水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 488 ―1：56．73� 99．8
713 ジ ュ ア ン 牡3鹿 56 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 ハシモトフアーム 492 ―1：56．91	 56．1�
36 アンジュブーケ 牝3鹿 54 小崎 綾也北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 470 ― 〃 ハナ 253．2�
612 メイショウソウモウ 牡3青鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 安平 
橋本牧場 540 ―1：57．53� 79．9�
35 ブルベアエーカー 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �ブルアンドベア 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486 ―1：58．13� 58．6�

（独）

816� メートルソヴァール 牡3鹿 56 松若 風馬�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere
Co. Ltd 520 ―1：58．73� 145．4�

59 メイショウガロンヌ 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 池添 学 浦河 三嶋牧場 486 ―1：58．91	 308．5�

24 カズモンタルチーノ 牡3栗 56 松山 弘平合同会社雅苑興業 安田 隆行 日高 浜本牧場 508 ― 〃 ハナ 19．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，957，000円 複勝： 44，434，700円 枠連： 17，494，200円
馬連： 50，987，300円 馬単： 29，460，700円 ワイド： 47，748，500円
3連複： 73，136，600円 3連単： 96，670，200円 計： 400，889，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 140円 � 790円 � 1，800円 枠 連（4－5） 4，140円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，270円 �� 22，430円

3 連 複 ��� 88，180円 3 連 単 ��� 277，010円

票 数

単勝票数 計 409570 的中 � 187495（1番人気）
複勝票数 計 444347 的中 � 126240（1番人気）� 11250（8番人気）� 4679（13番人気）
枠連票数 計 174942 的中 （4－5） 3271（14番人気）
馬連票数 計 509873 的中 �� 9382（13番人気）
馬単票数 計 294607 的中 �� 3862（16番人気）
ワイド票数 計 477485 的中 �� 6711（18番人気）�� 5454（24番人気）�� 537（88番人気）
3連複票数 計 731366 的中 ��� 622（175番人気）
3連単票数 計 966702 的中 ��� 253（601番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―38．0―51．4―1：04．1―1：16．9―1：29．5―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンタブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Singspiel 初出走

2017．2．21生 牡3青鹿 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 カズモンタルチーノ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カズモンタルチーノ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月25日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アオイスーパー号・イルミネーター号・エイユージャッカル号・グリムスポンド号・シルヴァーミリオン号・

シンゼンビクトリー号・タイガーインディ号・ダノンローチェ号・トレジャーシップ号・ナイトスターリリー号・
ナムラキンタロー号・ムーンレース号・モズセカイイサン号・ランスオブマインド号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



01091 1月25日 晴 重 （2京都1） 第8日 第7競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

811� ヘルシャフト 牡3栗 56 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Colts, LLC 512＋ 61：24．2 1．7�

44 テンテキセンセキ 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：24．83� 4．3�
22 マジックスピーチ 牡3黒鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 470＋101：25．11	 10．6�
79 ファストボウラー 牡3栗 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル B456－ 41：25．31� 61．9�

33 スズカパンサー 牡3栗 56
54 △岩田 望来永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋ 2 〃 クビ 25．8�

55 ロフティーピーク 牝3鹿 54 C．ルメール 	サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 476－101：25．83 4．9

66 コトブキレイア 牝3鹿 54 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 446± 01：25．9クビ 51．5�
11 ユキノグローリー 牡3栗 56 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 498＋ 41：26．54 16．8�
810 フ ィ ニ ア ル 牝3栗 54 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 438＋ 41：26．81	 113．4
67 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 56 S．フォーリー 中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 446＋101：27．65 93．4�

（愛）

78 ヒ メ サ マ 牝3鹿 54 川須 栄彦廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 436＋141：27．8	 170．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，159，000円 複勝： 71，258，200円 枠連： 12，986，300円
馬連： 68，272，800円 馬単： 41，012，300円 ワイド： 55，980，500円
3連複： 104，242，200円 3連単： 176，425，800円 計： 579，337，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 390円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，650円

票 数

単勝票数 計 491590 的中 � 222232（1番人気）
複勝票数 計 712582 的中 � 286621（1番人気）� 128552（2番人気）� 67678（4番人気）
枠連票数 計 129863 的中 （4－8） 27976（1番人気）
馬連票数 計 682728 的中 �� 160648（1番人気）
馬単票数 計 410123 的中 �� 68070（1番人気）
ワイド票数 計 559805 的中 �� 92147（1番人気）�� 46596（3番人気）�� 31362（6番人気）
3連複票数 計1042422 的中 ��� 109872（2番人気）
3連単票数 計1764258 的中 ��� 77063（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．3―12．5―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．5―46．8―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヘルシャフト �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．9．15 阪神4着

2017．3．7生 牡3栗 母 Love Ava Love 母母 Hidden Cat 4戦2勝 賞金 14，900，000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。

01092 1月25日 曇 重 （2京都1） 第8日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時50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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．0
1：08．7

不良
重

11 ロイヤルパールス 牡5鹿 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B534－ 41：10．7 5．1�
78 ブライトエンパイア 牡5鹿 57

55 △岩田 望来杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 450＋ 21：11．23 23．5�
67 スナークスター �4鹿 56 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470± 01：11．41� 3．7�
79 グレートバニヤン 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 550＋ 81：11．5� 3．1�
811 ウインヒストリオン 牡5鹿 57 A．シュタルケ�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 472± 01：11．71 13．3	

（独）

810 ウェーブガイア 牝5栗 55 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450± 0 〃 クビ 64．0

22 ハッシュタグ 牡6鹿 57 岩田 康誠石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 61：11．8� 33．9�
66 メジャーハリケーン 牡4青鹿56 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B480＋ 61：11．9� 6．0�
44 ブライトメジャー 牝6栗 55 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 61：13．17 84．9
55 トーセンマイスター 牡4青鹿56 松若 風馬島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：13．31� 24．4�
33 メイショウハート 牡4鹿 56 川田 将雅松本 好�氏 中内田充正 新冠 タニグチ牧場 478－ 61：13．62 11．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，164，100円 複勝： 61，442，500円 枠連： 15，446，200円
馬連： 72，747，700円 馬単： 34，695，700円 ワイド： 62，948，800円
3連複： 104，612，100円 3連単： 135，607，400円 計： 526，664，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 480円 � 170円 枠 連（1－7） 920円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 10，140円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 340円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 33，390円

票 数

単勝票数 計 391641 的中 � 61033（3番人気）
複勝票数 計 614425 的中 � 89218（4番人気）� 25508（7番人気）� 113238（2番人気）
枠連票数 計 154462 的中 （1－7） 12916（3番人気）
馬連票数 計 727477 的中 �� 8799（22番人気）
馬単票数 計 346957 的中 �� 2565（37番人気）
ワイド票数 計 629488 的中 �� 9818（22番人気）�� 54048（2番人気）�� 12676（17番人気）
3連複票数 計1046121 的中 ��� 17157（16番人気）
3連単票数 計1356074 的中 ��� 2944（121番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―12．0―11．9―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．2
3 1（3，5，9）－（7，11）6，8－2－10，4 4 1（3，5，9）（7，11）（6，8）2－10－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロイヤルパールス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2017．9．17 阪神10着

2015．4．2生 牡5鹿 母 ラヴフルーヴ 母母 トモエマーガレット 25戦2勝 賞金 20，650，000円
〔発走状況〕 ウインヒストリオン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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。



01093 1月25日 曇 稍重 （2京都1） 第8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，2勝クラス（1000万円以下），31．1．19以降2．1．19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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

810 ヴ ィ ッ セ ン 牡9鹿 54 A．シュタルケ �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B496＋ 62：28．4 10．7�

（独）

11 フィールインラヴ 牡5黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 460＋102：28．61� 36．6�
78 プランドラー 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 42：29．66 1．9�
44 ジョウショームード 牡4黒鹿53 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 440－ 8 〃 クビ 110．9�
77 ゴ ー ス ト �4芦 55 S．フォーリー 西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：29．7クビ 3．2�

（愛）

55 ダイナミックアロー 牡7鹿 53 川須 栄彦小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 512＋ 42：30．23 43．0	
66 アロマドゥルセ 牝6青鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋14 〃 クビ 6．9

33 グーテンターク 牡5鹿 53 坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 02：30．83� 165．0�
89 イルフォーコン 牡7黒鹿54 和田 竜二 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 464－ 42：31．01� 74．2�
22 ブラックジェイド 牡6黒鹿55 四位 洋文 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B528－ 42：31．21� 7．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 52，170，400円 複勝： 62，243，600円 枠連： 17，273，800円
馬連： 85，171，300円 馬単： 52，630，500円 ワイド： 56，504，200円
3連複： 113，917，500円 3連単： 248，918，700円 計： 688，830，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 210円 � 370円 � 110円 枠 連（1－8） 11，560円

馬 連 �� 11，810円 馬 単 �� 25，480円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 410円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 71，810円

票 数

単勝票数 計 521704 的中 � 38747（5番人気）
複勝票数 計 622436 的中 � 58611（4番人気）� 25842（6番人気）� 249665（1番人気）
枠連票数 計 172738 的中 （1－8） 1158（16番人気）
馬連票数 計 851713 的中 �� 5588（23番人気）
馬単票数 計 526305 的中 �� 1549（43番人気）
ワイド票数 計 565042 的中 �� 6773（17番人気）�� 38461（4番人気）�� 15282（10番人気）
3連複票数 計1139175 的中 ��� 14504（17番人気）
3連単票数 計2489187 的中 ��� 2513（154番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．2―13．0―13．0―12．8―13．1―12．8―12．6―11．9―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―23．8―35．0―48．0―1：01．0―1：13．8―1：26．9―1：39．7―1：52．3―2：04．2―2：15．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ッ セ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2014．1．12 京都6着

2011．5．17生 牡9鹿 母 ダンツクレバー 母母 ダンツシュアー 46戦4勝 賞金 89，971，000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。

01094 1月25日 曇 重 （2京都1） 第8日 第10競走 ��
��1，800�

け あ げ

蹴 上 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

44 マ リ オ 牡5鹿 57 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 504－ 41：51．1 5．0�
11 カフジキング 牡7鹿 57 C．ルメール 加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 470＋ 21：51．42 5．8�
66 シェパードボーイ 牡4黒鹿56 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448－ 21：51．61� 2．5�
89 マイネルブロッケン 牡6青鹿57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B450＋141：52．02	 34．0�
55 レディマドンナ 牝4栗 54 川田 将雅�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 454＋ 41：52．21� 3．1	
77 メ ス キ ー タ 牡4鹿 56 古川 吉洋岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 522± 01：52．51	 26．3

33 ヒロノセンキン 
4黒鹿56 松山 弘平サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 470－ 2 〃 クビ 17．2�
88 メイショウイッポン 牡6鹿 57 富田 暁松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 500＋101：52．71� 165．2�
22 ポップフランセ 牡4栗 56 岩田 望来吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 456＋ 81：52．91	 22．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 67，645，200円 複勝： 67，226，900円 枠連： 16，836，900円
馬連： 119，153，800円 馬単： 65，172，300円 ワイド： 78，102，900円
3連複： 157，164，600円 3連単： 306，777，600円 計： 878，080，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 140円 � 120円 枠 連（1－4） 2，000円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 370円 �� 250円 �� 260円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 676452 的中 � 107263（3番人気）
複勝票数 計 672269 的中 � 93544（4番人気）� 123639（3番人気）� 176276（1番人気）
枠連票数 計 168369 的中 （1－4） 6509（6番人気）
馬連票数 計1191538 的中 �� 64745（5番人気）
馬単票数 計 651723 的中 �� 20579（9番人気）
ワイド票数 計 781029 的中 �� 48788（5番人気）�� 83589（2番人気）�� 79714（4番人気）
3連複票数 計1571646 的中 ��� 142821（3番人気）
3連単票数 計3067776 的中 ��� 40226（14番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．5―12．3―12．6―12．4―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．3―49．6―1：02．2―1：14．6―1：26．8―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ リ オ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．10．29 京都1着

2015．3．7生 牡5鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 11戦3勝 賞金 31，974，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01095 1月25日 曇 稍重 （2京都1） 第8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，3勝クラス（1600万円以下），31．1．19以降2．1．19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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

23 ドナウデルタ 牝4鹿 53 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：22．5 3．0�
510 アクアミラビリス 牝4鹿 54 C．ルメール �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418± 01：22．71� 3．8�
36 アンリミット 牝5青鹿53 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 482± 0 〃 クビ 19．1�
611 キアロスクーロ �7黒鹿56 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508± 01：22．8クビ 14．1�
816 ヒルノマゼラン �7黒鹿54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B500＋ 21：23．01� 37．1	
612 ショウナンタイガ 牡4鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 490＋10 〃 クビ 26．3

48 インスピレーション 牡5黒鹿55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 488－ 4 〃 ハナ 16．8�
59 タイキサターン 牡5黒鹿55 S．フォーリー �大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494± 01：23．1	 19．1�
（愛）

47 ジュランビル 牝4黒鹿54 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 492＋201：23．42 15．1
11 
 ユニコーンライオン 牡4黒鹿55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 532＋ 6 〃 ハナ 6．4�
12 オールザゴー 牡6鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 8 〃 アタマ 29．7�
（独）

815 コロラトゥーレ 牝6鹿 52 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 480＋ 41：23．5	 436．3�
713 ヤマカツグレース 牝6栗 53 富田 暁山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464－ 21：23．71� 82．0�
24 フェルトベルク 牝6鹿 51 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438± 01：23．91� 150．7�
35 グランドロワ 牡6栗 55 岩崎 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B502＋ 41：24．43 12．0�
714 ラフィングマッチ 牡5栗 53 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 B486＋ 41：25．99 402．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 106，098，500円 複勝： 152，767，300円 枠連： 65，515，600円
馬連： 312，741，100円 馬単： 112，154，000円 ワイド： 194，788，400円
3連複： 519，012，100円 3連単： 616，106，500円 計： 2，079，183，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 380円 枠 連（2－5） 590円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 320円 �� 910円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 13，530円

票 数

単勝票数 計1060985 的中 � 278316（1番人気）
複勝票数 計1527673 的中 � 330359（1番人気）� 284730（2番人気）� 74242（9番人気）
枠連票数 計 655156 的中 （2－5） 84801（1番人気）
馬連票数 計3127411 的中 �� 357648（1番人気）
馬単票数 計1121540 的中 �� 75610（1番人気）
ワイド票数 計1947884 的中 �� 175972（1番人気）�� 52123（8番人気）�� 36698（14番人気）
3連複票数 計5190121 的中 ��� 104139（4番人気）
3連単票数 計6161065 的中 ��� 33006（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．7―12．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．2―58．4―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 5－（6，14）（7，9）15（3，16）（10，12）13（1，11）4，2，8 4 5（6，14）（7，9）（3，16）15（10，12）（13，11）（1，4）（2，8）

勝馬の
紹 介

ドナウデルタ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．2．9生 牝4鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 9戦4勝 賞金 62，537，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラフィングマッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 ウーリリ号・シトラスノート号・スカイパッション号・デスティニーソング号・ニシノキントウン号・

ニホンピロヘンソン号・ファミーユボヌール号・ボーダーオブライフ号・マイネルパラディ号・ムーンチャイム号・
メリーメーキング号・レノーア号・ワンダープチュック号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01096 1月25日 曇 稍重 （2京都1） 第8日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時10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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

55 パ ト リ ッ ク 牡4鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 468－ 61：49．3 3．3�
11 サトノウィザード 牡4鹿 56 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 B490± 01：49．4� 3．4�
89 トーセンスカイ 牡4黒鹿 56

54 △岩田 望来島川 �哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋141：50．46 8．4�
22 アドマイヤポラリス 牡4鹿 56 C．ルメール 近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 480＋ 4 〃 クビ 2．6�
77 サンライズクロンヌ 牡7栗 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 496－ 41：50．5クビ 34．3	
44 ベストクィーン 牝4栗 54 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 422－ 21：50．82 49．6

33 � サワヤカタイド 牡5青鹿57 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 456＋ 21：51．01	 129．4�
66 � クリノアパッチ 
6栗 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 430－ 81：52．610 195．5�
88 メイショウクライム 
4鹿 56 幸 英明松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 444－ 21：52．7� 9．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 65，396，300円 複勝： 53，428，900円 枠連： 19，317，000円
馬連： 96，299，900円 馬単： 53，015，900円 ワイド： 58，206，000円
3連複： 131，082，800円 3連単： 287，070，000円 計： 763，816，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 160円 � 210円 枠 連（1－5） 550円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 250円 �� 460円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 7，550円

票 数

単勝票数 計 653963 的中 � 157802（2番人気）
複勝票数 計 534289 的中 � 125697（2番人気）� 86295（3番人気）� 54453（5番人気）
枠連票数 計 193170 的中 （1－5） 26737（3番人気）
馬連票数 計 962999 的中 �� 119376（3番人気）
馬単票数 計 530159 的中 �� 29551（6番人気）
ワイド票数 計 582060 的中 �� 66347（3番人気）�� 30604（8番人気）�� 30703（7番人気）
3連複票数 計1310828 的中 ��� 46971（7番人気）
3連単票数 計2870700 的中 ��� 27539（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．9―49．0―1：01．4―1：13．3―1：25．3―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 7（1，9）8（4，6，2）－5，3 4 7，9，1（4，8）2，5（6，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パ ト リ ッ ク �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．10．7 京都2着

2016．4．8生 牡4鹿 母 シャムローグ 母母 ケイティーズギフト 10戦2勝 賞金 24，800，000円



（2京都1）第8日 1月25日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 142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

199，580，000円
8，210，000円
21，480，000円
1，130，000円
22，080，000円
59，431，000円
4，731，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
568，680，700円
791，086，500円
213，252，100円
1，031，613，000円
521，964，500円
743，227，500円
1，556，963，200円
2，413，752，000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
計 7，840，539，500円

総入場人員 13，670名 （有料入場人員 12，958名）
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