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01001 1月4日 曇 重 （27京都1）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

815 タキオンレディー 牝3栗 54
52 △小崎 綾也�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450－161：12．0 4．9�

11 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：12．42� 4．3�
35 トラストニーケー 牝3鹿 54 岩田 康誠菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 488－101：13．35 5．4�
611 デンコウコハク 牝3栗 54 国分 恭介田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 446± 0 〃 クビ 39．3�
24 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 454＋ 21：13．4クビ 11．7	
36 サンマルメジャール 牝3鹿 54 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 450± 0 〃 クビ 10．1

714 イノチクレナイ 牝3栗 54

51 ▲義 英真小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 418＋ 4 〃 ハナ 140．1�
510 ウイングタイガー 牝3鹿 54 幸 英明 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 442－ 41：13．93 49．7
612 テイエムヤマウサギ 牝3鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 山内 研二 日高 テイエム牧場日高支場 422－101：14．0クビ 265．2�
47 アグネスファイン 牝3青鹿54 小林 徹弥渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 438＋ 41：14．1� 19．3�
12 サ ス ガ 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 むかわ 宇南山牧場 464＋ 2 〃 アタマ 12．6�
23 ヒミノナデシコ 牝3栗 54 菱田 裕二佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 454± 01：14．31 315．8�
59 フェイフェイ 牝3青 54

52 △松若 風馬三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 458－ 2 〃 アタマ 4．1�
48 ム イ ビ エ ン 牝3鹿 54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 476± 01：14．4クビ 322．6�
713 ディルフィン 牝3栗 54 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 日高 正和山本牧場 428－ 21：14．61� 101．2�
816 カシノノゾミ 牝3栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 444＋ 21：15．98 363．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，455，200円 複勝： 46，704，400円 枠連： 18，747，400円
馬連： 76，695，800円 馬単： 40，982，900円 ワイド： 39，260，500円
3連複： 105，038，100円 3連単： 131，954，800円 計： 485，839，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 160円 � 180円 枠 連（1－8） 990円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 530円 �� 600円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 12，480円

票 数

単勝票数 計 264552 的中 � 42955（3番人気）
複勝票数 計 467044 的中 � 65535（3番人気）� 77506（2番人気）� 63663（4番人気）
枠連票数 計 187474 的中 （1－8） 14545（5番人気）
馬連票数 計 766958 的中 �� 48134（3番人気）
馬単票数 計 409829 的中 �� 12233（6番人気）
ワイド票数 計 392605 的中 �� 19039（4番人気）�� 16540（7番人気）�� 21597（2番人気）
3連複票数 計1050381 的中 ��� 38049（3番人気）
3連単票数 計1319548 的中 ��� 7661（24番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．1―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．2―47．3―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タキオンレディー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．7．12 中京10着

2012．3．2生 牝3栗 母 キョウエイタキオン 母母 イエローウイング 5戦1勝 賞金 7，600，000円

01002 1月4日 曇 重 （27京都1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35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

612 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 56 武 豊松島 正昭氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476± 01：52．7 7．8�
714 アドマイヤリバティ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 468－ 41：52．8� 4．8�
35 コパノチャーリー 牡3栗 56

54 △小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 6 〃 ハナ 3．4�
23 キングカヌヌ 牡3芦 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：53．22� 6．9�
47 ワールドリースター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 21：53．41 3．7�
510 ヴ ェ リ テ �3栗 56

54 △松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 61：53．82� 164．1	

713 トミースマイル 牡3芦 56
53 ▲義 英真北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 41：53．9クビ 114．8�

11 コウザンヒキリ 牡3鹿 56 国分 優作山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 470＋ 41：54．22 61．6�
36 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 490± 01：54．51� 25．7
611 トーアチチカカ 牡3鹿 56 藤岡 佑介高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 490－ 2 〃 ハナ 23．1�
815 ウイングジャパン 牡3栗 56 幸 英明池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 492＋ 21：54．81� 78．0�
59 グランソルティス 牡3栗 56 藤田 伸二名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 446－ 41：55．01� 79．3�
816 スマートゾロ 牡3黒鹿56 福永 祐一大川 徹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 470－121：55．42� 30．9�
12 バ ニ ス タ ー 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 510＋ 41：55．93 31．3�
24 タガノプリマドンナ 牝3鹿 54 高倉 稜八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 41：56．0クビ 196．4�
48 コンフェッシオン 牝3栗 54 太宰 啓介 �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480－ 21：56．31� 120．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，515，100円 複勝： 44，300，700円 枠連： 18，913，500円
馬連： 76，100，500円 馬単： 43，053，400円 ワイド： 40，898，300円
3連複： 106，034，900円 3連単： 139，595，900円 計： 497，412，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 160円 � 140円 枠 連（6－7） 1，190円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 520円 �� 560円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 13，530円

票 数

単勝票数 計 285151 的中 � 29012（5番人気）
複勝票数 計 443007 的中 � 48762（4番人気）� 74105（3番人気）� 92255（1番人気）
枠連票数 計 189135 的中 （6－7） 12272（6番人気）
馬連票数 計 761005 的中 �� 39054（4番人気）
馬単票数 計 430534 的中 �� 10282（13番人気）
ワイド票数 計 408983 的中 �� 19485（4番人気）�� 18026（6番人気）�� 33251（2番人気）
3連複票数 計1060349 的中 ��� 42553（3番人気）
3連単票数 計1395959 的中 ��� 7478（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．9―48．7―1：02．2―1：15．2―1：27．8―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ コ ラ ソ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．7．13 中京4着

2012．3．13生 牡3鹿 母 ビワビーナス 母母 パシフィカス 5戦1勝 賞金 7，350，000円
〔発走状況〕 ヴェリテ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 イェドプリオル号

第１回 京都競馬 第１日



01003 1月4日 曇 重 （27京都1）第1日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走11時05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

36 キングズウェザー 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 510± 01：22．5 2．9�
12 スマートダイバー 牡4栗 56 松田 大作大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 486＋181：23．35 29．0�
611 ヴェアデイロス 牡6鹿 57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 454＋ 41：23．4� 20．0�
59 	 メンカウラー 牡4黒鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B494＋ 21：23．61 7．6�
35 アイリッシュハープ 牝4栗 54

52 △松若 風馬 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B464＋181：23．91� 60．9	

612 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 小牧 太北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 482± 0 〃 クビ 7．8

24 ザ マ ン ダ 牝4青鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 81：24．0
 4．4�
47 キョウワランサー 牡4栗 56 福永 祐一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 478＋ 41：24．2� 14．4�
713 ラ ラ ガ ニ エ 牡5栗 57 D．バルジューフジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 518＋20 〃 アタマ 64．1

（伊）

11 ワンダーバイファル 牡4鹿 56
54 △岩崎 翼山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 476± 01：24．3
 14．3�

510 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 56 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 484－ 21：24．4� 7．8�
815 キングオブタイム 牡4黒鹿56 太宰 啓介 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 508＋ 21：24．5クビ 50．3�
23 クリノプリムラ 牝4栗 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 448＋ 6 〃 クビ 161．9�
48 � アートアロング 牝5栗 55

53 △小崎 綾也寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 450－ 21：24．92
 87．7�
714 コスモフラッグ 牡4鹿 56 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 456＋ 51：25．21� 190．2�
816 ダンシングバトー 牝4芦 54 藤田 伸二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 460＋ 21：26．69 293．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，099，900円 複勝： 55，282，000円 枠連： 24，144，200円
馬連： 82，204，200円 馬単： 46，908，700円 ワイド： 47，750，800円
3連複： 117，075，700円 3連単： 153，753，100円 計： 559，218，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 860円 � 450円 枠 連（1－3） 1，230円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 7，870円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，220円 �� 7，370円

3 連 複 ��� 28，880円 3 連 単 ��� 108，220円

票 数

単勝票数 計 320999 的中 � 87131（1番人気）
複勝票数 計 552820 的中 � 133856（1番人気）� 12937（9番人気）� 26720（8番人気）
枠連票数 計 241442 的中 （1－3） 15134（6番人気）
馬連票数 計 822042 的中 �� 11454（21番人気）
馬単票数 計 469087 的中 �� 4466（32番人気）
ワイド票数 計 477508 的中 �� 6267（25番人気）�� 10365（15番人気）�� 1625（53番人気）
3連複票数 計1170757 的中 ��� 3040（82番人気）
3連単票数 計1537531 的中 ��� 1030（350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―46．7―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングズウェザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2012．12．1 阪神3着

2010．3．16生 牡5栗 母 レッツファイト 母母 チャイナオーヒメ 17戦3勝 賞金 29，320，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 アバンサル号・クリノジュロウジン号・メイショウゼロセン号
※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。

01004 1月4日 曇 重 （27京都1）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時35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

816 タマモネイヴィー 牡4鹿 56 D．バルジュータマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B496＋ 41：49．8 5．0�
（伊）

815 サンライズレーヴ 牡4栗 56
53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468－ 21：50．22� 14．3�
714 ニホンピロバロン 牡5栗 57 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 480－ 41：50．41� 77．9�
611� ダンスールクレール 	4鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480－ 31：50．5
 5．4�
24 パーフェクトスコア 牡5青鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 21：50．6クビ 8．3	
47 コピーライター 	5鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 512＋ 41：50．7� 7．2

713 トランザムスター 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B558－ 21：51．02 3．4�
36 ショウナンガッチャ 牡4栗 56 秋山真一郎国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 484＋ 21：51．21� 11．8�
48 トウカイストリーム 牡4青鹿 56

54 △松若 風馬内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 518－10 〃 クビ 31．8
12 ハッピーロード 	4栗 56 荻野 琢真豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 486＋101：51．3クビ 22．4�
35 ネオヴァリアント 牡4鹿 56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 484＋ 21：51．4
 23．5�
510 オンワードハンター 牡4鹿 56

54 △小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 466＋ 81：51．61� 72．6�
612 ノアオーカン 牡5黒鹿57 酒井 学杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 482± 01：52．77 163．2�
11 シゲルビッチュウ 	4青鹿56 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 440－ 41：53．55 217．6�
23 � アマクサタカラジマ 牡5栃栗 57

55 △岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 安田 豊重 506＋ 21：53．71� 423．8�
59 アスターキング 牡5栗 57 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 490＋ 41：57．8大差 101．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，375，300円 複勝： 52，592，800円 枠連： 25，453，900円
馬連： 85，307，100円 馬単： 44，378，800円 ワイド： 47，036，000円
3連複： 116，237，300円 3連単： 145，720，700円 計： 549，101，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 300円 � 1，370円 枠 連（8－8） 2，350円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 730円 �� 5，050円 �� 8，630円

3 連 複 ��� 37，590円 3 連 単 ��� 162，030円

票 数

単勝票数 計 323753 的中 � 51395（2番人気）
複勝票数 計 525928 的中 � 89842（2番人気）� 44631（6番人気）� 7914（12番人気）
枠連票数 計 254539 的中 （8－8） 8371（11番人気）
馬連票数 計 853071 的中 �� 25918（9番人気）
馬単票数 計 443788 的中 �� 8448（12番人気）
ワイド票数 計 470360 的中 �� 17666（6番人気）�� 2329（48番人気）�� 1355（61番人気）
3連複票数 計1162373 的中 ��� 2319（107番人気）
3連単票数 計1457207 的中 ��� 652（495番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．6―47．9―1：00．2―1：12．6―1：25．1―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモネイヴィー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．11．10 東京1着

2011．4．11生 牡4鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 12戦2勝 賞金 24，800，000円
〔発走状況〕 シゲルビッチュウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ノアオーカン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ショウナンガッチャ号の騎手秋山真一郎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ノアオーカン号は，平成27年1月5日から平成27年2月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔その他〕 アスターキング号は，3コーナー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。
※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。



01005 1月4日 晴 良 （27京都1）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

24 フェアラフィネ 牝3芦 54 松山 弘平髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 438± 01：34．9 3．4�
36 マイアベーア 牡3青鹿56 秋山真一郎 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 5．9�
11 キャノンプレート 牡3黒鹿56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 486＋121：35．11� 5．6�
23 エイシンサブウェイ 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494± 0 〃 クビ 8．7�
35 レジメンタル 牡3栗 56 小牧 太�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442± 01：35．2クビ 4．5	
59 ホープフルデイズ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 438± 01：35．52 54．4

713 ミスズダンディー 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 476－10 〃 クビ 24．6�
510 ノウゼンハレン 牝3鹿 54 太宰 啓介�ターフ・スポート北出 成人 浦河 岡本牧場 416－ 8 〃 アタマ 130．9�
12 サダムエルドラド 牡3青鹿56 岩田 康誠大西 定氏 松田 博資 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 81：36．03 24．7
611 ケンブリッジアロー 牝3青鹿 54

52 △小崎 綾也中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 438－ 21：36．21� 92．6�
714 トウシンハンター 牝3黒鹿54 菱田 裕二�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 430－ 21：36．3クビ 17．3�
48 エイシンパサート 牡3栗 56 福永 祐一平井 淑郎氏 坂口 正則 浦河 高野牧場 468－ 21：36．4	 85．8�
612 ハギノカイザー 牡3栗 56 藤岡 康太安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 434＋ 21：36．71	 65．5�
816 メイショウメイザン 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 474＋ 61：37．12� 16．7�
815 ハネムーンイーサ 牝3黒鹿54 川須 栄彦藤井聡一郎氏 服部 利之 日高 下河辺牧場 482＋ 21：37．41	 72．7�
47 ウォーターアイリス 牝3栗 54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 456＋12 〃 ハナ 187．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，537，700円 複勝： 54，089，900円 枠連： 30，177，300円
馬連： 94，119，300円 馬単： 48，846，800円 ワイド： 47，527，400円
3連複： 121，646，100円 3連単： 167，392，500円 計： 597，337，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 200円 � 200円 枠 連（2－3） 340円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 460円 �� 440円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 10，830円

票 数

単勝票数 計 335377 的中 � 77858（1番人気）
複勝票数 計 540899 的中 � 112899（1番人気）� 63786（3番人気）� 63518（4番人気）
枠連票数 計 301773 的中 （2－3） 67286（1番人気）
馬連票数 計 941193 的中 �� 62827（3番人気）
馬単票数 計 488468 的中 �� 17154（5番人気）
ワイド票数 計 475274 的中 �� 26921（3番人気）�� 28279（2番人気）�� 14725（9番人気）
3連複票数 計1216461 的中 ��� 42072（4番人気）
3連単票数 計1673925 的中 ��� 11202（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．6―59．6―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェアラフィネ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2014．6．22 阪神3着

2012．4．1生 牝3芦 母 ガ イ ヤ ー ル 母母 メイトリアーク 9戦1勝 賞金 15，050，000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 カシノマッハ号・ソニック号・メイショウヤギリ号・ワキノハガクレ号

01006 1月4日 晴 良 （27京都1）第1日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時55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
1：56．8
1：56．1

良
良

89 ライトファンタジア 牝3栗 54 菱田 裕二吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 452 ―2：04．3 4．4�
55 マーブルバトル 牡3黒鹿56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 482 ― 〃 クビ 11．3�
33 ステージインパクト 牡3黒鹿56 福永 祐一一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 478 ―2：04．51� 8．3�
66 マンハッタンキング 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 462 ―2：04．71� 3．6�
22 ウォーターイーグル 牡3黒鹿56 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 532 ― 〃 ハナ 2．8�
44 ヒ エ ン 牡3栗 56 藤岡 佑介伴 仁氏 庄野 靖志 新冠 競優牧場 452 ―2：05．01� 18．0	
77 リッチゴールド 牡3栗 56 D．バルジュー 大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 484 ―2：05．21� 11．6


（伊）

88 イーストホープ 牡3栗 56 太宰 啓介�ターフ・スポート高橋 亮 浦河 鵜木 唯義 450 ― 〃 アタマ 41．7�
11 シゲルヒマツリ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 476 ―2：05．52 40．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，823，700円 複勝： 35，720，600円 枠連： 11，177，900円
馬連： 71，277，100円 馬単： 48，844，900円 ワイド： 31，700，900円
3連複： 80，135，800円 3連単： 177，356，200円 計： 491，037，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 230円 � 190円 枠 連（5－8） 2，500円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 800円 �� 620円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 35，960円

票 数

単勝票数 計 348237 的中 � 62412（3番人気）
複勝票数 計 357206 的中 � 65488（2番人気）� 34712（5番人気）� 49344（4番人気）
枠連票数 計 111779 的中 （5－8） 3452（11番人気）
馬連票数 計 712771 的中 �� 18277（13番人気）
馬単票数 計 488449 的中 �� 7573（21番人気）
ワイド票数 計 317009 的中 �� 10191（12番人気）�� 13542（8番人気）�� 5659（17番人気）
3連複票数 計 801358 的中 ��� 9225（24番人気）
3連単票数 計1773562 的中 ��� 3575（123番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．1―13．0―12．8―13．4―12．6―12．1―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．6―50．6―1：03．4―1：16．8―1：29．4―1：41．5―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F34．9
1
3
1，5（2，3，9）7（4，8）－6
1（5，9）（2，7）3，4，8，6

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

勝馬の
紹 介

ライトファンタジア 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2012．3．5生 牝3栗 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド 1戦1勝 賞金 6，000，000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。



01007 1月4日 晴 重 （27京都1）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：09．1
1：08．7

重
重

47 � サ オ ト メ 牝4鹿 54 福永 祐一一村 哲也氏 小崎 憲 浦河 浦河日成牧場 430－141：11．4 31．2�
23 ピクニックソング 牝4鹿 54 小坂 忠士山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 446± 01：11．5� 208．1�
12 プラネットスコア 牡5黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 474－ 4 〃 アタマ 16．2�
816 テイクファイア 牡5鹿 57 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 498＋28 〃 クビ 17．4�
36 ミキノグランプリ 牡4栗 56 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 460± 01：11．6� 2．0�
59 グレイスフルデイズ �5芦 57 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 484－ 41：11．7	 8．9	
510� メイショウルナ 牝4鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 500＋ 81：11．8クビ 64．7

24 � ミッキーマンデー 牡5栗 57 秋山真一郎三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 476－ 4 〃 ハナ 9．7�
11 コパノハリー 牡4栗 56

54 △松若 風馬小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 452＋161：12．01
 112．7�
612 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 496＋ 2 〃 クビ 8．0
35 スズカブリザード 牡9鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 526＋101：12．1	 167．9�
611� エリモフローラ 牝5黒鹿 55

53 △岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 476－ 61：12．2クビ 129．9�
714� クリノツネチャン 牝4栗 54

51 ▲義 英真栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 432＋10 〃 クビ 88．6�
815 タイムアラウド 牡5鹿 57 四位 洋文 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：12．3クビ 19．2�
713 スパイスシャワー 牝4鹿 54 D．バルジュー 下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 458－ 41：12．83 6．7�

（伊）

48 ナ ン プ ー 牡5鹿 57 川島 信二蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 480－ 21：13．75 64．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，536，200円 複勝： 56，400，300円 枠連： 23，042，800円
馬連： 102，743，600円 馬単： 56，607，400円 ワイド： 50，798，100円
3連複： 132，177，300円 3連単： 191，219，100円 計： 650，524，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 1，010円 � 4，920円 � 450円 枠 連（2－4） 7，570円

馬 連 �� 121，930円 馬 単 �� 216，600円

ワ イ ド �� 34，240円 �� 4，280円 �� 21，480円

3 連 複 ��� 538，760円 3 連 単 ��� 3，080，750円

票 数

単勝票数 計 375362 的中 � 9601（9番人気）
複勝票数 計 564003 的中 � 14605（9番人気）� 2807（16番人気）� 36639（6番人気）
枠連票数 計 230428 的中 （2－4） 2357（27番人気）
馬連票数 計1027436 的中 �� 653（99番人気）
馬単票数 計 566074 的中 �� 196（180番人気）
ワイド票数 計 507981 的中 �� 381（101番人気）�� 3094（38番人気）�� 608（90番人気）
3連複票数 計1321773 的中 ��� 184（369番人気）
3連単票数 計1912191 的中 ��� 45（2126番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―46．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 16，14（3，7，13）（6，12）4，1，10（9，11）（2，15）5，8 4 16，14，3，7（6，13）12，4，1（9，10）（2，11）15，5，8
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�サ オ ト メ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン

2011．3．8生 牝4鹿 母 アイビスティアラ 母母 シートゥシャイニングシー 9戦1勝 賞金 12，990，000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。

01008 1月4日 晴 重 （27京都1）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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
1：47．8
1：47．8

重
重

712 セイスコーピオン 牡5栗 57 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 504＋121：50．2 4．3�
610 メモリーシャルマン 牝6鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 522＋ 6 〃 クビ 11．8�
22 ベストリガーズ 牡7鹿 57 D．バルジュー �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 536－ 81：50．51� 8．6�

（伊）

11 レッドグランザ 牡6鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 514＋ 81：50．7� 4．3�
23 メイショウシンシア 牡4鹿 56 武 幸四郎松本 好	氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 446＋ 21：50．91	 13．6

815 サンライズホーム 牡4青鹿56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 488＋ 4 〃 クビ 26．8�
58 エイユービリオネア 牡4栗 56 藤懸 貴志笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 456＋ 81：51．0クビ 9．2�
47 
 マヤノカデンツァ 牡6栗 57 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B490＋10 〃 アタマ 146．9
46 シゲルモトナリ 牡8黒鹿57 小林 徹弥森中 蕃氏 石橋 守 新冠 松本 信行 538＋ 41：51．42	 188．1�
814 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿56 和田 竜二山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 468－ 41：51．5� 18．5�
59 
 メイショウオトコギ �6栗 57

54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 488＋ 8 〃 クビ 63．1�
35 � サウンドビガレス 牡6栗 57 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 498＋ 41：52．45 51．9�
713 アポロパレス 牝6鹿 55

53 △小崎 綾也小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 466＋ 21：53．14 146．5�
611 トップボンバー 牡4鹿 56

54 △松若 風馬�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452＋ 81：53．41� 4．0�
34 スズカキングダム 牡6鹿 57

55 △岩崎 翼永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 504－101：56．2大差 86．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，725，100円 複勝： 60，879，200円 枠連： 35，092，400円
馬連： 121，584，100円 馬単： 61，289，600円 ワイド： 59，407，300円
3連複： 157，166，800円 3連単： 207，759，600円 計： 745，904，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 260円 � 270円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 590円 �� 740円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 17，740円

票 数

単勝票数 計 427251 的中 � 79280（3番人気）
複勝票数 計 608792 的中 � 114642（1番人気）� 55544（4番人気）� 52459（6番人気）
枠連票数 計 350924 的中 （6－7） 40242（1番人気）
馬連票数 計1215841 的中 �� 56209（5番人気）
馬単票数 計 612896 的中 �� 17660（7番人気）
ワイド票数 計 594073 的中 �� 26590（5番人気）�� 20679（6番人気）�� 12476（17番人気）
3連複票数 計1571668 的中 ��� 30319（11番人気）
3連単票数 計2077596 的中 ��� 8486（42番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―12．4―12．4―12．8―12．9―12．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．7―35．1―47．5―1：00．3―1：13．2―1：25．8―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．0
1
3
・（1，4）11－（2，5）（13，14）－（9，15）6－8（3，12）7－10・（1，11）（2，8）（4，14）（15，12）（5，13）7（9，6，3）－10

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

勝馬の
紹 介

セイスコーピオン �
�
父 デュランダル �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2012．7．15 新潟9着

2010．4．29生 牡5栗 母 スコーピオンリジイ 母母 ルイボスジョオー 25戦4勝 賞金 62，205，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカキングダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月4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。



01009 1月4日 晴 良 （27京都1）第1日 第9競走 ��
��2，000�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

66 バ イ ガ エ シ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 504－ 41：59．2 4．2�
44 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 452－ 21：59．41 6．5�
33 ロードユアソング 牡3黒鹿56 武 豊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 21：59．93 4．6�
22 アドマイヤガスト 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 クビ 13．8�
55 グリュイエール 牡3芦 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：00．0クビ 1．9	
11 グランアルマダ 牡3芦 56 D．バルジュー �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 542－ 22：00．63� 21．7


（伊）

88 テイエムダンシング 牡3鹿 56 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 468＋ 82：01．02� 49．9�
77 � エメラルウルトラ 牡3鹿 56 国分 優作高橋 勉氏 羽月 友彦 新ひだか 出羽牧場 470－102：03．4大差 107．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 64，498，400円 複勝： 67，550，900円 枠連： 発売なし
馬連： 138，587，600円 馬単： 89，168，400円 ワイド： 51，719，400円
3連複： 132，474，100円 3連単： 420，267，200円 計： 964，266，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 190円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 320円 �� 380円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 644984 的中 � 121422（2番人気）
複勝票数 計 675509 的中 � 115649（2番人気）� 89046（4番人気）� 89701（3番人気）
馬連票数 計1385876 的中 �� 94312（6番人気）
馬単票数 計 891684 的中 �� 34593（8番人気）
ワイド票数 計 517194 的中 �� 42046（4番人気）�� 34029（5番人気）�� 32793（7番人気）
3連複票数 計1324741 的中 ��� 67746（6番人気）
3連単票数 計4202672 的中 ��� 41975（29番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．7―11．9―11．7―12．5―12．3―12．1―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．9―47．8―59．5―1：12．0―1：24．3―1：36．4―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
8，5，1，2，6，3，7－4・（8，5）1（2，6）（7，3）4

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

勝馬の
紹 介

バ イ ガ エ シ 
�
父 ジャングルポケット 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．20 函館6着

2012．3．23生 牡3黒鹿 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 4戦2勝 賞金 17，736，000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。

01010 1月4日 晴 稍重 （27京都1）第1日 第10競走 ��
��1，800�

はつゆめ

初夢ステークス
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 マイネルクロップ 牡5芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 496－ 21：49．0 6．9�

813 ワンダーアシャード 牡6栗 57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 538± 01：49．53 2．2�
22 キ ク ノ ソ ル 牡5鹿 57 浜中 俊菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 512－ 4 〃 クビ 5．6�
814 サイモンガーランド 牝6鹿 55 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 480± 01：49．92� 55．8�
57 	 ダイヤノゲンセキ 
7黒鹿57 太宰 啓介 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 526± 0 〃 クビ 50．9	
34 キャニオンバレー 牝5青鹿55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 504＋ 41：50．0クビ 37．6

45 ライジングサン 牡7栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 526＋ 61：50．53 181．0�
46 スプリングシーズン 牡7鹿 57 幸 英明 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 536＋24 〃 アタマ 12．9�
58 レッドサクセサー 牡5青鹿57 D．バルジュー �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 542± 01：50．6� 8．5

（伊）

711 メイショウスミトモ 牡4鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：50．81 7．2�
610 ステキナシャチョウ 牡8鹿 57 高倉 稜池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 476± 01：51．01� 142．4�
69 	 マヤノクレド 牡7鹿 57 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B516± 01：51．1� 199．6�
712 シュテルングランツ 牡4黒鹿56 福永 祐一 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484± 01：51．41� 18．5�
33 	 バンブーリバプール 牡7青鹿57 藤岡 康太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 498± 01：51．61 68．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，482，400円 複勝： 101，713，500円 枠連： 43，997，000円
馬連： 221，500，800円 馬単： 118，640，000円 ワイド： 89，948，800円
3連複： 272，051，600円 3連単： 476，282，000円 計： 1，386，616，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（1－8） 720円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 280円 �� 460円 �� 240円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 624824 的中 � 72000（3番人気）
複勝票数 計1017135 的中 � 110169（3番人気）� 383107（1番人気）� 145016（2番人気）
枠連票数 計 439970 的中 （1－8） 46995（3番人気）
馬連票数 計2215008 的中 �� 237437（2番人気）
馬単票数 計1186400 的中 �� 44870（7番人気）
ワイド票数 計 899488 的中 �� 81453（2番人気）�� 44921（5番人気）�� 103799（1番人気）
3連複票数 計2720516 的中 ��� 205607（1番人気）
3連単票数 計4762820 的中 ��� 51149（12番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―12．4―12．5―12．3―12．3―11．8―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―35．8―48．3―1：00．6―1：12．9―1：24．7―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルクロップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 札幌4着

2010．4．16生 牡5芦 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー 23戦5勝 賞金 113，986，000円
※出走取消馬 スピナッチ号（疾病〔右寛跛行〕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。

１レース目 ３レース目



01011 1月4日 晴 良 （27京都1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第53回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，26．1．5以降26．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 707，000円 202，000円 101，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

24 ウインフルブルーム 牡4栗 55 池添 謙一�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 21：32．8 7．1�
11 エキストラエンド 牡6鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 5．9�
12 マイネルメリエンダ 牡4栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 478＋101：32．9� 18．2�
47 フ ル ー キ ー 牡5青鹿56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：33．0� 4．4�
48 グランデッツァ 牡6栗 57．5 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 504＋ 61：33．1� 4．1	
36 メイショウヤタロウ 牡7鹿 54 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 482＋ 21：33．41� 142．5

612 レッドデイヴィス 	7鹿 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 68．9�
35 シ ェ ル ビ ー 牡6栗 56 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 528＋10 〃 クビ 5．0�
611 ブレイズアトレイル 牡6芦 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 502＋121：33．5� 40．9
23 ショウナンワダチ 牡4芦 54 幸 英明国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 478± 01：33．71
 50．0�
816 アズマシャトル 牡4鹿 54 D．バルジュー 東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 506＋101：33．8� 15．8�

（伊）

713 コアレスドラード 牡7栗 52 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 462＋ 4 〃 クビ 262．9�
59 アクションスター 牡5栗 54 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：33．9� 44．9�
510 ダノンヨーヨー 牡9栗 55 松山 弘平�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524＋241：34．0クビ 150．5�
817 ホウライアキコ 牝4鹿 53 和田 竜二小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 456＋ 2 〃 ハナ 37．0�
714 シャイニーホーク 牡7栗 55 菱田 裕二小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 532＋ 61：34．1� 220．8�
818 ミッキーラブソング 牡4黒鹿53 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460± 01：34．31
 39．0�
715 ニシノビークイック 牡6栗 54 岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 496＋ 81：34．4� 134．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 249，174，800円 複勝： 334，932，300円 枠連： 288，272，400円 馬連： 1，283，617，500円 馬単： 448，634，400円
ワイド： 376，488，700円 3連複： 1，506，524，700円 3連単： 2，605，375，500円 5重勝： 670，369，800円 計： 7，763，390，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 280円 � 230円 � 460円 枠 連（1－2） 1，600円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，480円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 69，520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����� 631，570円

票 数

単勝票数 計2491748 的中 � 278529（5番人気）
複勝票数 計3349323 的中 � 322177（5番人気）� 414322（4番人気）� 171204（7番人気）
枠連票数 計2882724 的中 （1－2） 139237（7番人気）
馬連票数 計12836175 的中 �� 441699（10番人気）
馬単票数 計4486344 的中 �� 67706（21番人気）
ワイド票数 計3764887 的中 �� 113384（10番人気）�� 64938（17番人気）�� 54590（19番人気）
3連複票数 計15065247 的中 ��� 90954（36番人気）
3連単票数 計26053755 的中 ��� 27169（209番人気）
5重勝票数 計6703698 的中 ����� 743

ハロンタイム 12．7―11．3―11．6―11．9―11．3―11．1―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．6―47．5―58．8―1：09．9―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．0
3 4，8，2，17（7，18）12，1（9，15，16）（6，5）3（13，10）11－14 4 ・（4，8）（2，17）7（1，12，18）（5，16）9（6，15）3（11，13，10）14

勝馬の
紹 介

ウインフルブルーム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．8．18 小倉1着

2011．3．25生 牡4栗 母 ハナノメガミ 母母 ダイナソシエ 11戦4勝 賞金 155，345，000円
〔制裁〕ミッキーラブソング号の騎手小牧太は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・9番・5番・

6番・3番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 サンシャイン号・ランリョウオー号
※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。

01012 1月4日 晴 良 （27京都1）第1日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

57 エイシンペペラッツ 牡4栗 56 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 478± 01：20．9 1．9�
33 ベッラヴォーチェ 牝5鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 21：21．22 6．0�
69 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 01：21．3� 13．9�
58 カシノピカチュウ 牡5鹿 57 浜中 俊柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 496＋141：21．51	 14．6�
34 ラーストチカ 牝5黒鹿55 岩田 康誠岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 452－ 6 〃 クビ 11．5�
22 
 コスモグラウベ 牡4黒鹿56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 458－ 2 〃 アタマ 23．3

45 サンライズポパイ 牡7鹿 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 480＋ 8 〃 アタマ 99．5�
46 マイティースコール 牡7栗 57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：21．71	 103．7�
11 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 54 福永 祐一上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 468－ 2 〃 ハナ 8．3
610 ニシノモンクス 牝5鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 446＋ 21：21．9� 127．8�
711 パープルタイヨー 牡9鹿 57 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 456＋ 61：22．11� 142．5�
814 ダイナミックガイ 牡5栗 57 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 488＋ 81：22．2� 17．6�
712 エリーザベスト 牝4黒鹿54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 512± 0 〃 ハナ 26．9�
813 クラウンアイリス 牝4栗 54 菱田 裕二�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 396－ 4 〃 ハナ 23．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 94，945，200円 複勝： 126，339，200円 枠連： 73，761，500円
馬連： 307，995，700円 馬単： 180，760，400円 ワイド： 137，054，000円
3連複： 364，108，000円 3連単： 772，756，300円 計： 2，057，720，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 290円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 250円 �� 580円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 949452 的中 � 398493（1番人気）
複勝票数 計1263392 的中 � 405254（1番人気）� 168691（2番人気）� 77132（6番人気）
枠連票数 計 737615 的中 （3－5） 144437（1番人気）
馬連票数 計3079957 的中 �� 418701（1番人気）
馬単票数 計1807604 的中 �� 183525（1番人気）
ワイド票数 計1370540 的中 �� 166301（1番人気）�� 57274（6番人気）�� 23958（15番人気）
3連複票数 計3641080 的中 ��� 107461（5番人気）
3連単票数 計7727563 的中 ��� 88437（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―11．4―11．1―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―46．8―57．9―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．1
3 2，9，5（4，7）12（1，8）（11，14）（3，10）6，13 4 2，9（4，7，5）（1，12）（8，14）11，3，10，6－13

勝馬の
紹 介

エイシンペペラッツ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．3．16 阪神8着

2011．3．11生 牡4栗 母 エーシンマイスター 母母 エイシンマッカレン 7戦3勝 賞金 29，100，000円

５レース目



（27京都1）第1日 1月4日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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 手 当

252，320，000円
7，360，000円
1，750，000円
23，300，000円
69，568，000円
4，830，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
739，169，000円
1，036，505，800円
592，780，300円
2，661，733，300円
1，228，115，700円
1，019，590，200円
3，210，670，400円
5，589，432，900円
670，369，800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 16，748，367，400円

総入場人員 48，852名 （有料入場人員 45，699名）
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