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01097 1月26日 曇 重 （2京都1） 第9日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時00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
1：47．8
1：47．6

重
重

33 ソプラドール 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ B460－ 81：54．2 2．1�

77 アルバボニート 牝3芦 54 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：54．41 16．3�
89 エレガントヴォイス 牝3栗 54 坂井 瑠星吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 468－ 21：55．67 3．2�
55 アイウィットネス 牝3鹿 54

52 △岩田 望来 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 484± 01：56．55 15．0�
88 メイジュシンワ 牝3鹿 54 国分 恭介荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム B450± 01：56．81� 108．0	
66 ピエナアルティシア 牝3鹿 54 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 448－ 41：56．9� 8．5

44 タマモアマリリス 牝3栗 54

53 ☆富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 500－ 41：57．11� 62．5�
11 ジルジェンティ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454－ 61：58．16 4．7�
22 アイファーレモン 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 420＋ 42：00．9大差 289．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，939，700円 複勝： 40，827，300円 枠連： 7，047，500円
馬連： 43，687，700円 馬単： 30，504，400円 ワイド： 34，898，100円
3連複： 64，439，600円 3連単： 128，916，300円 計： 381，260，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 220円 � 110円 枠 連（3－7） 2，230円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 510円 �� 160円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 309397 的中 � 112818（1番人気）
複勝票数 計 408273 的中 � 144913（1番人気）� 25049（5番人気）� 100311（2番人気）
枠連票数 計 70475 的中 （3－7） 2445（7番人気）
馬連票数 計 436877 的中 �� 17659（8番人気）
馬単票数 計 305044 的中 �� 7158（13番人気）
ワイド票数 計 348981 的中 �� 14529（8番人気）�� 74382（1番人気）�� 11346（10番人気）
3連複票数 計 644396 的中 ��� 29511（6番人気）
3連単票数 計1289163 的中 ��� 10640（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．5―50．4―1：03．4―1：16．3―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソプラドール �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．12．1 中京4着

2017．3．1生 牝3栗 母 シャスターデイジー 母母 サンドリオン 4戦1勝 賞金 8，200，000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〕 アイファーレモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月26日まで平地競

走に出走できない。

01098 1月26日 曇 重 （2京都1） 第9日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30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
1：09．0
1：08．7

不良
重

811 スリーピート 牡3栗 56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 498－ 21：12．8 2．0�
79 テイエムイダテン 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 466－ 41：13．33 5．0�
810 スマートアペックス 牡3青鹿56 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート B486＋221：13．62 3．5�
78 ダ ッ チ マ ン �3青鹿56 和田 竜二小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448± 0 〃 ハナ 15．4�
66 ヒデノサードニクス 牡3鹿 56 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 462－ 21：14．23� 88．0�
67 タマモゼーゼマン 牡3鹿 56 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B458－ 21：14．41� 12．7	
11 ランファスター 牡3鹿 56

54 △岩田 望来深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 北光牧場 486－ 41：14．82� 15．6

22 ム ー ト 牡3黒鹿56 国分 恭介巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 436± 01：15．44 257．1�
44 ミモザアカシア 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 カケハムポニークラブ 490± 01：15．5� 103．2�
33 トミケンリューヤー 牡3栗 56 S．フォーリー 冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 鹿戸 和幸 490－ 81：16．13� 22．4

（愛）

55 レイワクイーン 牝3鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 浦河 高岸 順一 460－ 81：16．2� 171．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，569，000円 複勝： 42，426，600円 枠連： 10，846，200円
馬連： 48，445，100円 馬単： 28，103，500円 ワイド： 36，612，300円
3連複： 66，228，500円 3連単： 114，654，700円 計： 376，885，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，690円

票 数

単勝票数 計 295690 的中 � 115840（1番人気）
複勝票数 計 424266 的中 � 201929（1番人気）� 54959（3番人気）� 56361（2番人気）
枠連票数 計 108462 的中 （7－8） 35810（1番人気）
馬連票数 計 484451 的中 �� 95024（1番人気）
馬単票数 計 281035 的中 �� 38837（1番人気）
ワイド票数 計 366123 的中 �� 63091（1番人気）�� 47667（2番人気）�� 23296（5番人気）
3連複票数 計 662285 的中 ��� 109229（1番人気）
3連単票数 計1146547 的中 ��� 49133（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．7―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーピート �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．16 京都5着

2017．4．22生 牡3栗 母 アンケセナーメン 母母 ミヤビトップレディ 4戦1勝 賞金 9，100，000円
※出走取消馬 ニホンピログルーヴ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 京都競馬 第９日



01099 1月26日 曇 重 （2京都1） 第9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

79 サンライズシェリー 牡3鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 41：55．0 8．3�
66 ジ ロ ー 牡3鹿 56 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 458－ 21：55．1� 2．0�
55 タイセイシリウス 牡3鹿 56

54 △岩田 望来田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 480－ 61：55．52� 13．2�
78 ワイドカント 牡3栗 56 松山 弘平幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 502－ 21：55．92� 2．6�
67 ピエナファリア 牡3黒鹿56 和田 竜二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 454± 01：56．11� 24．9�
33 メイショウビッグ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 太陽牧場 576－ 61：56．74 85．3�
11 カズベナートル 牡3黒鹿56 藤井勘一郎合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 484＋ 21：57．23 14．3	
22 ヒッポカンポス 牡3鹿 56 小牧 太山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 472－ 21：57．3	 129．4

810 メイショウマコモ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 472± 01：57．61� 19．0�
811 ロードリアライズ 牡3栗 56 城戸 義政 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 上山牧場 B472± 01：58．02� 102．2
44 ワンダフルデイズ 牡3栗 56 加藤 祥太阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 456± 02：00．1大差 224．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，138，900円 複勝： 38，137，000円 枠連： 10，556，800円
馬連： 47，816，400円 馬単： 31，670，200円 ワイド： 38，154，700円
3連複： 72，574，300円 3連単： 125，589，400円 計： 396，637，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 200円 � 110円 � 180円 枠 連（6－7） 200円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，160円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 321389 的中 � 30709（3番人気）
複勝票数 計 381370 的中 � 35774（4番人気）� 139149（1番人気）� 42138（3番人気）
枠連票数 計 105568 的中 （6－7） 39518（1番人気）
馬連票数 計 478164 的中 �� 45367（2番人気）
馬単票数 計 316702 的中 �� 10351（8番人気）
ワイド票数 計 381547 的中 �� 29853（3番人気）�� 7378（12番人気）�� 33632（2番人気）
3連複票数 計 725743 的中 ��� 21698（7番人気）
3連単票数 計1255894 的中 ��� 6371（46番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―14．0―12．8―12．5―12．8―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．8―51．6―1：04．1―1：16．9―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズシェリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．9．28 阪神11着

2017．4．25生 牡3鹿 母 サンデーローズ 母母 サンデーエイコーン 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダフルデイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月26日まで平地

競走に出走できない。

01100 1月26日 曇 重 （2京都1） 第9日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時30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
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 フ ォ ー テ 牡3黒鹿 56
54 △岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B494－ 21：24．6 4．5�

47 ボルサリーノ 牡3鹿 56 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 462± 01：25．02� 9．3�
35 ファイヤーテーラー 牝3栗 54 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 474± 01：25．63� 4．2�
610 ライトマイファイア 牡3鹿 56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 494± 01：25．92 40．8�
814 グリーンハイパワー 牡3鹿 56 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 462－ 21：26．54 11．7�
712 メイショウポルポ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好�氏 松下 武士 白老 社台牧場 448－ 21：26．6� 109．5	
11 エーティーメジャー 牡3鹿 56 福永 祐一荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 486＋ 21：27．13 4．0

46 ラフマニノフ 牡3鹿 56 坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458－ 61：28．37 96．8�
713 シゲルフォボス 牡3栗 56 幸 英明森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 クラウン日高牧場 478＋ 21：28．4� 7．9�
34 シ ー ル ド 牡3芦 56 川島 信二齊藤 直信氏 谷 潔 日高 槇本牧場 454± 0 〃 ハナ 395．7
58 ヒロシゲサンライズ 牡3鹿 56 秋山真一郎阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 浦河 笹島 政信 504－ 61：28．5クビ 6．3�
59 バ ー ミ ー ズ 牝3鹿 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 増本 良孝 448－121：28．71� 62．4�

（独）

815 ブルベアマイル 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁 �ブルアンドベア 武 英智 新ひだか チバスタッド 438－ 61：28．9� 302．3�

22 ナンヨーコウゼン 牡3青 56 藤井勘一郎中村 德也氏 庄野 靖志 浦河 丸幸小林牧場 B430－ 41：29．53� 201．7�
611 ハクサンルピナス 牝3鹿 54 和田 竜二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 440－ 81：31．6大差 267．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，577，000円 複勝： 66，200，800円 枠連： 12，001，000円
馬連： 72，836，800円 馬単： 34，417，400円 ワイド： 58，049，600円
3連複： 108，673，400円 3連単： 130，017，700円 計： 525，773，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 230円 � 190円 枠 連（2－4） 1，470円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 630円 �� 470円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 16，340円

票 数

単勝票数 計 435770 的中 � 76385（3番人気）
複勝票数 計 662008 的中 � 126026（2番人気）� 67089（5番人気）� 90961（4番人気）
枠連票数 計 120010 的中 （2－4） 6314（6番人気）
馬連票数 計 728368 的中 �� 30580（9番人気）
馬単票数 計 344174 的中 �� 8356（10番人気）
ワイド票数 計 580496 的中 �� 23689（8番人気）�� 32922（3番人気）�� 17070（13番人気）
3連複票数 計1086734 的中 ��� 27045（7番人気）
3連単票数 計1300177 的中 ��� 5767（46番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―12．2―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．3―46．5―59．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ォ ー テ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Noverre デビュー 2019．7．28 新潟5着

2017．4．11生 牡3黒鹿 母 エ ノ ラ 母母 Enrica 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ハクサンルピナス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ハクサンルピナス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バーミーズ号・ブルベアマイル号・ナンヨーコウゼン号・ハクサンルピナス号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和2年2月26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。



01101 1月26日 曇 稍重 （2京都1） 第9日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右・外）

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
2：09．7
2：09．7

良
良

77 サトノパシュート 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472－ 22：18．7 4．6�
（独）

22 ゴールデンゴール 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 B488－ 2 〃 クビ 156．9�

89 アドマイヤベネラ 牡3黒鹿56 福永 祐一近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：19．01� 1．5�
78 セイウンラストヘイ 牡3黒鹿56 池添 謙一西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 514－ 22：19．21 4．6�
33 マルカバージョン 牡3栗 56 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 青森 ユーコー牧場 486－ 82：19．41� 177．4�
11 タニノヨセミテ 牝3鹿 54 幸 英明谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 404－ 42：19．5� 10．8	
810 ワンダーエルツ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 藤春 修二 420＋ 2 〃 クビ 78．5

55 スリーシャーペン 牡3鹿 56 高倉 稜永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 484＋ 42：19．71 21．9�
66 クリノキングボス 牡3栗 56 川島 信二栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 472＋ 22：20．12� 54．5�
44 グローバルノヴェル 牡3鹿 56 加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 454＋ 62：20．52� 253．3
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売 得 金
単勝： 47，320，200円 複勝： 117，282，100円 枠連： 10，709，200円
馬連： 55，197，700円 馬単： 42，968，700円 ワイド： 42，194，500円
3連複： 79，417，200円 3連単： 194，018，500円 計： 589，108，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 1，020円 � 110円 枠 連（2－7） 11，570円

馬 連 �� 23，330円 馬 単 �� 35，100円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 200円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 102，590円

票 数

単勝票数 計 473202 的中 � 81321（3番人気）
複勝票数 計1172821 的中 � 96181（2番人気）� 6074（8番人気）� 854461（1番人気）
枠連票数 計 107092 的中 （2－7） 717（17番人気）
馬連票数 計 551977 的中 �� 1833（23番人気）
馬単票数 計 429687 的中 �� 918（40番人気）
ワイド票数 計 421945 的中 �� 2483（24番人気）�� 71562（1番人気）�� 4496（18番人気）
3連複票数 計 794172 的中 ��� 7325（22番人気）
3連単票数 計1940185 的中 ��� 1371（172番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―13．1―12．6―12．4―13．0―12．6―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．4―37．3―50．4―1：03．0―1：15．4―1：28．4―1：41．0―1：53．2―2：05．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノパシュート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．10．6 京都5着

2017．2．15生 牡3黒鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 3戦1勝 賞金 5，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01102 1月26日 晴 稍重 （2京都1） 第9日 第6競走 ��
��1，600�3歳新馬

発走12時50分 （芝・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
1：33．0
1：30．3

良
良

714� マートルフィールド 牡3栗 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 矢作 芳人 愛
Tinnakill
Bloodstock &
Jack Cantillon

456 ―1：37．5 4．8�
815 クロワドフェール 牝3鹿 54 城戸 義政 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 アタマ 19．5�
612 ベルリオーズ 牝3栗 54 荻野 琢真�須野牧場 藤岡 健一 新ひだか 前田ファーム 420 ―1：38．13� 44．8�
59 イ ヴ 牝3栗 54 藤岡 康太石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484 ―1：38．31	 3．0�
23 エ ル ゴ ル ド 牡3青鹿 56

54 △岩田 望来幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 ハナ 17．3	
36 ダノンボヌール 牝3黒鹿54 小崎 綾也
ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 474 ―1：38．51	 78．0�
12 フローラルキスミー 牝3栗 54 和田 竜二髙橋 正雄氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 418 ―1：38．82 36．0�
816 マテラシオン 牝3黒鹿54 国分 優作大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 428 ―1：39．33 234．1
11 カ ペ ラ 牝3栗 54 藤岡 佑介 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478 ―1：39．4� 7．2�
35 アクロスティック 牝3黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 414 ―1：39．61� 6．7�
510 クロスラミナ 牝3鹿 54 高倉 稜水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 430 ―1：39．7クビ 309．0�
47 グ ラ フ ェ ン 牡3芦 56 松山 弘平 
スリーエイチレーシング 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 504 ―1：39．91	 5．6�
24 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿56 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 482 ―1：40．22 44．6�
713 ラウンドレイ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 490 ―1：40．51
 23．9�
611 ホイップサンライズ 牝3芦 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 420 ―1：43．0大差 388．7�
48 チュウワシャイン 牝3青 54 藤懸 貴志中西 忍氏 小崎 憲 日高 若林 順一 476 ―1：43．85 337．5�
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売 得 金
単勝： 40，717，000円 複勝： 49，991，500円 枠連： 15，582，800円
馬連： 64，669，300円 馬単： 29，233，700円 ワイド： 50，189，200円
3連複： 85，591，800円 3連単： 98，546，700円 計： 434，522，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 520円 � 900円 枠 連（7－8） 3，020円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，850円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 32，170円 3 連 単 ��� 130，850円

票 数

単勝票数 計 407170 的中 � 67493（2番人気）
複勝票数 計 499915 的中 � 75182（2番人気）� 23090（7番人気）� 12631（9番人気）
枠連票数 計 155828 的中 （7－8） 3998（15番人気）
馬連票数 計 646693 的中 �� 11103（18番人気）
馬単票数 計 292337 的中 �� 2944（28番人気）
ワイド票数 計 501892 的中 �� 8049（18番人気）�� 4529（28番人気）�� 2396（50番人気）
3連複票数 計 855918 的中 ��� 1995（94番人気）
3連単票数 計 985467 的中 ��� 546（394番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．6―12．6―12．8―12．7―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．3―34．9―47．5―1：00．3―1：13．0―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．2
3 1－（11，16）15（5，7，9，14）（3，6）（2，12）－（10，13）4，8 4 1（16，15）（5，14）（7，9）（3，6，12）11，2，10，13，4－8

勝馬の
紹 介

�マートルフィールド �
�
父 Siyouni �

�
母父 Marju 初出走

2017．2．19生 牡3栗 母 Banksia 母母 Banafsajee 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホイップサンライズ号・チュウワシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

2月26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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 アドマイヤパンドラ号・アブレイズ号・ウラニア号・エイシンジャスミン号・コンフィテーロ号・

サンライズデヴォン号・ストロングバング号・スプリットロック号・ダンツエリーゼ号・ティラミス号・
テーオーエリザベス号・トーホウラデン号・ブルームスベリー号・ヘルデンラウフ号・マコトカンゼミズ号・
メイショウトラヒメ号・メイショウドンド号・モンジベロ号・ラインプレジャー号・レヴィオーサ号



01103 1月26日 晴 重 （2京都1） 第9日 第7競走 ��
��1，900�4歳以上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，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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

22 ロードブレス 牡4黒鹿56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 506＋ 61：59．3 4．9�
66 スコルピウス �4黒鹿56 S．フォーリー 飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B468－ 22：01．1大差 2．3�

（愛）

11 ミラクルユニバンス 牡7栗 57 和田 竜二亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 458＋ 82：01．2	 7．4�
55 メイショウオオタカ 牡4鹿 56 岩崎 翼松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 2 〃 ハナ 19．7�
88 
 シゲルヒラコー 牡4栗 56 藤井勘一郎森中 蕃氏 谷 潔 新冠 カミイスタット 460＋ 22：01．62� 28．5�
77 アスクフラッシュ 牡4黒鹿 56

54 △岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 502＋ 22：02．02� 4．0	
44 スーペルゴラッソ 牡4鹿 56

53 ▲服部 寿希 
社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 520＋ 62：02．63� 155．7�
89 ジューンアンカー 牡6栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B478± 02：03．45 35．4�
33 ゴールデンウェル 牡4栗 56 幸 英明江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 476＋222：03．5	 8．1
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売 得 金
単勝： 37，319，600円 複勝： 40，593，700円 枠連： 9，632，100円
馬連： 57，052，300円 馬単： 32，069，200円 ワイド： 40，208，700円
3連複： 76，403，700円 3連単： 143，548，200円 計： 436，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（2－6） 610円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 250円 �� 420円 �� 220円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 373196 的中 � 60333（3番人気）
複勝票数 計 405937 的中 � 56700（4番人気）� 127396（1番人気）� 62321（3番人気）
枠連票数 計 96321 的中 （2－6） 12228（2番人気）
馬連票数 計 570523 的中 �� 79602（2番人気）
馬単票数 計 320692 的中 �� 19424（5番人気）
ワイド票数 計 402087 的中 �� 41412（3番人気）�� 21669（6番人気）�� 49986（2番人気）
3連複票数 計 764037 的中 ��� 58944（3番人気）
3連単票数 計1435482 的中 ��� 20952（11番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．2―12．9―13．1―13．1―12．9―12．8―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．1―29．3―42．2―55．3―1：08．4―1：21．3―1：34．1―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードブレス �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2019．1．27 京都7着

2016．4．11生 牡4黒鹿 母 ミステリューズ 母母 レモンバーム 9戦2勝 賞金 15，250，000円
〔制裁〕 ジューンアンカー号の騎手高田潤は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01104 1月26日 晴 重 （2京都1） 第9日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：47．8
1：47．6

重
重

22 ムーンザムーン 牝6鹿 55 A．シュタルケ 林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：54．0 2．1�
（独）

44 � リーピングリーズン 牝4青鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 496＋ 21：54．63� 2．9�
55 ナイスプリンセス 牝4鹿 54 坂井 瑠星田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 446－141：55．02� 7．5�
33 マリアスパン 牝5鹿 55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 482± 01：55．42� 23．9�
11 エンドレスコール 牝6黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋181：56．35 3．6	
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売 得 金
単勝： 42，103，900円 複勝： 29，750，300円 枠連： 発売なし
馬連： 37，227，700円 馬単： 32，914，400円 ワイド： 18，912，900円
3連複： 40，358，400円 3連単： 185，230，200円 計： 386，497，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 140円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 421039 的中 � 155343（1番人気）
複勝票数 計 297503 的中 � 91198（1番人気）� 83884（2番人気）
馬連票数 計 372277 的中 �� 111684（1番人気）
馬単票数 計 329144 的中 �� 51772（2番人気）
ワイド票数 計 189129 的中 �� 42033（2番人気）�� 17885（4番人気）�� 14466（5番人気）
3連複票数 計 403584 的中 ��� 53187（2番人気）
3連単票数 計1852302 的中 ��� 72508（8番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―13．4―13．2―13．1―13．0―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．3―51．5―1：04．6―1：17．6―1：29．9―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．4
1
3
3，4（1，2）－5
3，4（1，2）－5

2
4
3，4（1，2）－5
3，4，2（1，5）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ムーンザムーン 

�
父 ローエングリン 


�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．6．25 東京6着

2014．2．1生 牝6鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス 25戦2勝 賞金 38，794，000円
※出走取消馬 サルサレイア号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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。



01105 1月26日 晴 良 （2京都1） 第9日 第9競走 ��
��1，400�

ぎ お ん

� 園 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

35 ガ ゼ ボ 牡5青 57 池添 謙一吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 538＋ 61：22．9 4．2�
510 ラプソディーア 牝6栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：23．11� 47．2�
24 ローゼンクリーガー 牝4青 54 福永 祐一藤田 孟司氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 474± 01：23．2クビ 10．5�
714 ハッシュゴーゴー 牝4鹿 54 M．デムーロ吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 440－ 21：23．3� 3．9�
47 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿57 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 490＋ 8 〃 ハナ 23．3�
816 インヘリットデール 牝6鹿 55 A．シュタルケ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476＋ 2 〃 クビ 8．1	

（独）

612 ピエナミント 牝5鹿 55 秋山真一郎本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 466－ 21：23．4	 7．9

59 コパノピエール 牡6鹿 57 岩田 望来小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 500＋101：23．5クビ 32．2�
36 ハ ト ホ ル 牝5鹿 55 幸 英明髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 462＋ 21：23．6	 15．2�
48 ハ ゼ ル 牡5栗 57 S．フォーリー 杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 502＋ 41：23．7� 37．8

（愛）

713 キャッチミーアップ 牝5鹿 55 岡田 祥嗣畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 470＋ 81：23．8クビ 24．8�
12 ピースユニヴァース 牡5鹿 57 和田 竜二久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 492－ 61：23．9	 86．8�
23 ブルレジーナ 牝5栗 55 小崎 綾也髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 448－ 4 〃 アタマ 300．0�
11 エクレアスピード 牡4鹿 56 武 豊李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 472＋ 41：24．0� 6．8�
611 ファイトフォーラヴ 牡4鹿 56 坂井 瑠星金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 460－ 61：24．53 87．5�
815 ミッキーマインド 牡5鹿 57 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 482＋ 81：24．71
 42．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，868，100円 複勝： 95，525，900円 枠連： 29，125，500円
馬連： 140，257，800円 馬単： 52，398，600円 ワイド： 99，600，300円
3連複： 213，296，000円 3連単： 238，990，200円 計： 926，062，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 1，220円 � 400円 枠 連（3－5） 3，150円

馬 連 �� 11，380円 馬 単 �� 15，370円

ワ イ ド �� 3，810円 �� 850円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 21，900円 3 連 単 ��� 157，800円

票 数

単勝票数 計 568681 的中 � 105946（2番人気）
複勝票数 計 955259 的中 � 166527（2番人気）� 16640（13番人気）� 58638（6番人気）
枠連票数 計 291255 的中 （3－5） 7152（15番人気）
馬連票数 計1402578 的中 �� 9546（41番人気）
馬単票数 計 523986 的中 �� 2556（57番人気）
ワイド票数 計 996003 的中 �� 6577（43番人気）�� 31503（9番人気）�� 6504（44番人気）
3連複票数 計2132960 的中 ��� 7302（72番人気）
3連単票数 計2389902 的中 ��� 1098（512番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．4―47．1―59．0―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ゼ ボ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．15 中京6着

2015．3．3生 牡5青 母 アマルフィターナ 母母 ホワットケイティーディド 14戦3勝 賞金 46，825，000円
〔発走状況〕 エクレアスピード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エクレアスピード号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウシャチ号
※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。

01106 1月26日 晴 良 （2京都1） 第9日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス（Ｌ）
発走15時00分 （芝・右）
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1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ケ ヴ ィ ン 牡3青鹿56 和田 竜二米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 484－ 42：02．5 5．1�
11 アリストテレス 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 6．4�
33 ラインベック 牡3黒鹿56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 22：02．81	 2．3�
66 パンサラッサ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 452－ 42：02．9クビ 8．2�
55 マイネルミンドール 牡3芦 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 22：03．11
 70．4�
22 シルヴェリオ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 498－ 62：03．31� 3．0


（独）

（6頭）

売 得 金
単勝： 83，675，500円 複勝： 58，116，500円 枠連： 発売なし
馬連： 103，723，900円 馬単： 69，282，100円 ワイド： 47，826，700円
3連複： 98，751，500円 3連単： 383，959，200円 計： 845，335，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 260円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 260円 �� 220円 �� 200円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 4，520円

票 数

単勝票数 計 836755 的中 � 130876（3番人気）
複勝票数 計 581165 的中 � 89975（3番人気）� 84532（4番人気）
馬連票数 計1037239 的中 �� 73844（7番人気）
馬単票数 計 692821 的中 �� 24268（10番人気）
ワイド票数 計 478267 的中 �� 43930（6番人気）�� 54434（3番人気）�� 65642（2番人気）
3連複票数 計 987515 的中 ��� 131083（3番人気）
3連単票数 計3839592 的中 ��� 61467（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．6―49．0―1：01．3―1：13．8―1：25．6―1：37．5―1：49．7

コーナー
通過順位

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

2
4
6，4－3，2，1－5
6－（3，4）2，1－5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケ ヴ ィ ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Anabaa Blue デビュー 2019．10．27 京都1着

2017．1．26生 牡3青鹿 母 トレラピッド 母母 Tres Ravi 4戦2勝 賞金 31，168，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



01107 1月26日 晴 重 （2京都1） 第9日 第11競走 ��
��1，800�第37回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，31．1．19以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，31．1．18以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

47 � エアアルマス 牡5鹿 56 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

484＋ 41：50．2 3．8�
815 ヴェンジェンス 牡7栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 500＋ 61：50．3	 6．4�
713 イ ン テ ィ 牡6栗 58 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 518＋ 21：50．4	 2．3�
23 アングライフェン 牡8鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 11：50．93 12．9�
714 キングズガード 牡9鹿 56 秋山真一郎�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 478＋12 〃 アタマ 16．0	
612
 ヒストリーメイカー 牡6黒鹿56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 542± 0 〃 クビ 33．7

816 ヒロブレイブ 牡7鹿 56 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 496± 01：51．11� 260．1�
11 モズアトラクション 牡6栗 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 494± 0 〃 クビ 20．9�
35 コスモカナディアン 牡7鹿 56 A．シュタルケ �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 500－ 21：51．42 168．8

（独）

12 コマビショウ 牡5黒鹿56 和田 竜二小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 41：51．72 49．1�
59 メイショウウタゲ 牡9栗 56 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 516± 01：51．8クビ 435．7�
36 
 アイファーイチオー 牡6栗 56 坂井 瑠星中島 稔氏 上村 洋行 新ひだか 静内山田牧場 510＋101：52．01 313．5�
611 ビルジキール 牡4黒鹿55 池添 謙一玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 496＋ 2 〃 アタマ 58．6�
510
 ロードアルペジオ 牡7栗 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 41：52．21� 326．3�
24 ス マ ハ マ 牡5栗 56 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 534＋ 21：52．3� 7．0�
48 マイネルクラース 牡6鹿 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：53．36 386．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 225，980，200円 複勝： 282，930，600円 枠連： 124，003，700円
馬連： 697，949，200円 馬単： 293，022，200円 ワイド： 393，023，400円
3連複： 1，215，550，500円 3連単： 1，815，959，900円 計： 5，048，419，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（4－8） 1，700円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 450円 �� 350円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計2259802 的中 � 470075（2番人気）
複勝票数 計2829306 的中 � 448246（2番人気）� 410523（3番人気）� 691455（1番人気）
枠連票数 計1240037 的中 （4－8） 56202（8番人気）
馬連票数 計6979492 的中 �� 439741（4番人気）
馬単票数 計2930222 的中 �� 100641（8番人気）
ワイド票数 計3930234 的中 �� 214608（4番人気）�� 293034（2番人気）�� 293839（1番人気）
3連複票数 計12155505 的中 ��� 654232（1番人気）
3連単票数 計18159599 的中 ��� 147084（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．9―49．3―1：01．7―1：14．0―1：26．0―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡5鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 16戦7勝 賞金 163，288，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエアアルマス号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

01108 1月26日 晴 重 （2京都1） 第9日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
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

813� ヒルノサルバドール 牡7栗 57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 452－ 61：23．8 12．2�
22 � ドウドウキリシマ 牡4栗 56 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B484＋ 21：24．43	 13．7�
33 � ア ル ベ ニ ス 牡4栗 56 岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 444－ 2 〃 ハナ 14．0�
69 メ ラ ナ イ ト 
5青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 468± 01：24．5	 8．1�
44 グトルフォス 牡4鹿 56 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 510± 0 〃 ハナ 11．9�
812 ケイアイターコイズ 牡4芦 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B524－ 4 〃 アタマ 2．5	
68 � クールリフレイン 牡5鹿 57 坂井 瑠星下河辺美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 524－ 2 〃 クビ 27．9

710 メイショウドウドウ 牡5黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：24．6クビ 21．6�
711 ド ゥ リ ト ル 牡5黒鹿57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム B504－ 41：25．13 201．1�
11 サンライズチャージ 牡6鹿 57

56 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 524＋111：25．84 177．9
56 ロイヤルバローズ 牡5鹿 57 武 豊猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 468－ 2 〃 クビ 5．2�
45 ホープフルスター 牡6栗 57 幸 英明前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532＋161：25．9クビ 95．2�
57 オウケンドーン 牡4鹿 56 A．シュタルケ 福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B488＋ 81：27．07 7．2�

（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 96，419，300円 複勝： 131，904，800円 枠連： 47，503，300円
馬連： 218，198，400円 馬単： 89，086，400円 ワイド： 156，281，800円
3連複： 330，949，600円 3連単： 460，730，400円 計： 1，531，074，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 400円 � 410円 � 430円 枠 連（2－8） 1，700円

馬 連 �� 8，620円 馬 単 �� 18，130円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 1，960円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 27，120円 3 連 単 ��� 169，900円

票 数

単勝票数 計 964193 的中 � 62977（6番人気）
複勝票数 計1319048 的中 � 88618（6番人気）� 85802（7番人気）� 80416（8番人気）
枠連票数 計 475033 的中 （2－8） 21556（8番人気）
馬連票数 計2181984 的中 �� 19609（31番人気）
馬単票数 計 890864 的中 �� 3684（65番人気）
ワイド票数 計1562818 的中 �� 15712（34番人気）�� 20646（29番人気）�� 20967（27番人気）
3連複票数 計3309496 的中 ��� 9149（84番人気）
3連単票数 計4607304 的中 ��� 1966（497番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．8―58．9―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．0
3 ・（12，13，6）11，7（4，5）10（3，9）（2，8）－1 4 ・（12，13）（6，11）（4，5）10（3，9）7（2，8）1

勝馬の
紹 介

�ヒルノサルバドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Distorted Humor

2013．4．26生 牡7栗 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 31戦3勝 賞金 83，141，000円
初出走 JRA

※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。

４レース目



（2京都1）第9日 1月26日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 137頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

280，920，000円
26，150，000円
2，360，000円
29，620，000円
56，383，000円
4，039，500円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
766，628，400円
993，687，100円
277，008，100円
1，587，062，300円
765，670，800円
1，015，952，200円
2，452，234，500円
4，020，161，400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
計 11，878，404，800円

総入場人員 18，260名 （有料入場人員 17，509名）



令和2年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，434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

2，136，130，000円
38，760，000円
225，320，000円
14，230，000円
243，640，000円
4，000，000円
594，317，750円
43，402，500円
13，766，400円

勝馬投票券売得金
6，515，299，300円
9，096，681，700円
2，741，529，800円
14，296，183，300円
6，423，232，700円
9，492，834，100円
21，629，491，700円
31，909，094，900円
1，760，568，400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 103，864，915，900円

総入場延人員 179，595名 （有料入場延人員 172，367名）
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