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01025 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

510 ブ チ コ 牝3白 54 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470± 01：53．3 3．0�

714 ティンバレス 牝3青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：54．68 13．8�
23 ピアレスピンク 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 488± 01：54．81� 12．9�
713 ガラドリエル 牝3栗 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 492－ 21：55．43� 30．0�
36 コ コ 牝3芦 54 幸 英明副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 528± 01：55．71� 1．8	
815 タイキアデリナ 牝3鹿 54 国分 恭介�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 460－ 61：55．91 27．6

47 メイショウセセラギ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 442± 0 〃 クビ 46．6�
816 サントノーレ 牝3栗 54

52 △小崎 綾也吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 482－101：56．21� 32．9�
11 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 81：57．15 137．0
24 ストームアラート 牝3栗 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 474＋ 61：57．2� 27．1�
12 エマージングウルフ 牝3芦 54 柴田 未崎友水 達也氏 中野 栄治 浦河 有限会社

松田牧場 B402－ 6 〃 クビ 429．8�
612 マ ロ ン ベ ル 牝3栗 54

52 △松若 風馬 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 458± 01：57．51� 45．2�
35 タマモキャラット 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 436＋ 2 〃 クビ 160．7�
611 バニラマカロン 牝3芦 54 池添 謙一�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 470－ 41：58．24 32．3�
59 アナザーデイ 牝3芦 54 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 464－ 41：58．73 453．9�
48 テイエムクロツル 牝3黒鹿54 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 坂本 春雄 482＋201：58．8� 381．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，351，800円 複勝： 66，567，800円 枠連： 17，812，100円
馬連： 63，625，300円 馬単： 38，022，300円 ワイド： 37，402，300円
3連複： 91，815，900円 3連単： 134，770，700円 計： 477，368，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 220円 � 440円 � 530円 枠 連（5－7） 1，410円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 810円 �� 700円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 20，110円

票 数

単勝票数 計 273518 的中 � 72242（2番人気）
複勝票数 計 665678 的中 � 91849（2番人気）� 36936（3番人気）� 29627（4番人気）
枠連票数 計 178121 的中 （5－7） 9789（5番人気）
馬連票数 計 636253 的中 �� 21186（6番人気）
馬単票数 計 380223 的中 �� 8584（9番人気）
ワイド票数 計 374023 的中 �� 11937（6番人気）�� 14161（5番人気）�� 5245（18番人気）
3連複票数 計 918159 的中 ��� 10623（13番人気）
3連単票数 計1347707 的中 ��� 4857（47番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．2―13．5―13．4―13．4―12．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．0―50．5―1：03．9―1：17．3―1：29．7―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．0
1
3
・（6，14）（3，10）（13，16）4（2，7）11（1，12）（8，15）－5，9・（6，14，10）16（3，13）（4，7，11）（2，15，12）8，1，5，9

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

勝馬の
紹 介

ブ チ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．25 京都5着

2012．4．27生 牝3白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 4戦1勝 賞金 8，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムクロツル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月10日まで平地

競走に出走できない。
アナザーデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月10日まで平地競走
に出走できない。

※エマージングウルフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01026 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

34 バスタータイプ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 508± 01：53．2 1．6�
610 サンディークス 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：53．62� 66．0�
57 カフジペガサス 牡3栗 56 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 日高 出口牧場 464＋ 81：54．02� 5．0�
33 フ ォ ル サ 牡3黒鹿56 中谷 雄太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 494＋ 41：54．32 11．0�
69 ヤマノルミナス 牝3栗 54 秋山真一郎山泉 恵宥氏 高橋 亮 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：55．15 50．5�
46 カシノサクセス 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 464＋ 61：55．2クビ 72．3	
711 レヴォントゥリ 牡3黒鹿56 荻野 琢真中本 行則氏 今野 貞一 青森 佐々木牧場 470－ 41：55．52 149．7

11 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56

54 △松若 風馬森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 560＋ 61：55．6� 8．7�
814 シートライアル 牡3栗 56 田中 健関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 470＋ 81：55．7� 75．6�
45 ガンクラブチェック 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502－ 61：55．91� 46．6�

22 テイエムクロタカ 牡3青鹿56 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 482± 01：56．53� 6．5�
58 イェドプリオル 牡3青鹿56 川須 栄彦ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 508＋ 21：56．6� 251．7�
712 ミラクルナイト 牡3芦 56 小林 徹弥小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 468－ 21：57．02� 455．1�
813 セントボナパルト 牡3鹿 56 C．デムーロ 平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 498＋ 62：01．4大差 123．6�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，770，500円 複勝： 53，792，400円 枠連： 13，252，600円
馬連： 51，969，000円 馬単： 34，605，500円 ワイド： 30，626，300円
3連複： 76，193，800円 3連単： 123，847，300円 計： 410，057，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 780円 � 140円 枠 連（3－6） 1，300円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 190円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 33，750円

票 数

単勝票数 計 257705 的中 � 121551（1番人気）
複勝票数 計 537924 的中 � 294431（1番人気）� 6501（10番人気）� 66297（2番人気）
枠連票数 計 132526 的中 （3－6） 7883（5番人気）
馬連票数 計 519690 的中 �� 8205（14番人気）
馬単票数 計 346055 的中 �� 4070（21番人気）
ワイド票数 計 306263 的中 �� 4142（15番人気）�� 53636（1番人気）�� 2050（30番人気）
3連複票数 計 761938 的中 ��� 8437（19番人気）
3連単票数 計1238473 的中 ��� 2660（97番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．9―13．4―13．3―13．2―12．7―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―36．1―49．5―1：02．8―1：16．0―1：28．7―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バスタータイプ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 阪神2着

2012．4．29生 牡3鹿 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セントボナパルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月10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。

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第3競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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
1：21．5

重
不良

11 ヤサカナンティー 牡3鹿 56 藤田 伸二志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 480＋ 41：25．7 3．8�
815 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 492＋ 21：25．8� 4．5�
59 セイジャッカル 牡3鹿 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 466± 01：26．65 5．1�
47 ミュゼバトラー 牡3栗 56 松田 大作髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 490＋121：27．02� 13．0�
12 タイセイメテオ 牡3栗 56 C．デムーロ 田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 454－ 41：27．1� 6．0�

（仏）

612 スーパールミナル 牝3栗 54
52 △松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 476－ 6 〃 アタマ 20．9	
48 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56

54 △小崎 綾也中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ
ファーム 468－10 〃 ハナ 61．4


611 オイルタウン 牡3栗 56 太宰 啓介山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 442－ 21：27．2クビ 56．2�
36 メイショウヤギリ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462＋ 61：27．51� 201．1�
23 タマノベレッツァ 牝3黒鹿54 浜中 俊玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 448－14 〃 クビ 10．4
510 トウケイウルフ 牡3栗 56 松山 弘平木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 欽一 428＋ 81：27．92� 16．4�
713 マインリーバー 牡3青鹿56 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 466± 01：28．32� 23．7�
714 メイショウカンベエ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436－ 41：28．51� 117．8�
816 テイエムヤゴロドン �3鹿 56 花田 大昂竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 488＋20 〃 クビ 97．3�
24 ダイシンブルー 牡3青鹿56 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 林 孝輝 414－ 21：29．24 143．0�
35 ルミナスギャラン 牡3芦 56 川須 栄彦小林 久義氏 笹田 和秀 新ひだか 棚川 光男 436＋ 6 〃 クビ 51．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，017，800円 複勝： 41，396，100円 枠連： 18，701，000円
馬連： 58，597，800円 馬単： 30，977，800円 ワイド： 33，013，700円
3連複： 79，675，400円 3連単： 101，919，700円 計： 388，299，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 190円 � 160円 枠 連（1－8） 710円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 460円 �� 380円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 240178 的中 � 50370（1番人気）
複勝票数 計 413961 的中 � 85224（1番人気）� 47659（4番人気）� 67736（2番人気）
枠連票数 計 187010 的中 （1－8） 20312（3番人気）
馬連票数 計 585978 的中 �� 37731（2番人気）
馬単票数 計 309778 的中 �� 10011（6番人気）
ワイド票数 計 330137 的中 �� 18259（3番人気）�� 22506（1番人気）�� 17547（4番人気）
3連複票数 計 796754 的中 ��� 41960（1番人気）
3連単票数 計1019197 的中 ��� 9213（5番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤサカナンティー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．11．29 京都5着

2012．5．2生 牡3鹿 母 スズカアゼリア 母母 セトアンゼラ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナムラミカサ号
（非抽選馬） 6頭 ウルドシャトル号・キャロライン号・ジニアスミノル号・セイブアス号・タイキラトナンジュ号・ダンカン号
※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。

01028 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・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
1：09．1
1：08．7

重
重

23 グランジゲレイロ 牡3青鹿56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 474 ―1：12．9 3．4�
814 フロイデシューネル 牝3鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム 486 ― 〃 ハナ 2．4�
46 デザートファイア 牡3黒鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522 ― 〃 クビ 7．4�
713 サンビショップ �3栗 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 476 ―1：14．07 12．7�
47 ニホンピログレース 牝3鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 500 ―1：14．1� 35．3�
11 メイショウボランチ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三嶋牧場 426 ― 〃 クビ 58．8	
35 ニシノアウリイ 牝3鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 吉村 圭司 日高 西山牧場 452 ―1：14．31� 9．6

815 ナリタノヘア 牝3鹿 54

52 △松若 風馬�オースミ 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 432 ―1：14．61� 109．6�
712 プリンセステンダリ 牝3芦 54 田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 426 ―1：15．66 283．6�
34 ニシノアンセム 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 452 ― 〃 クビ 20．6
610 タガノハーデス 牡3黒鹿56 和田 竜二八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462 ―1：15．81� 14．5�
611 ブルーメーア 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也 �ブルーマネジメント小崎 憲 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 462 ―1：16．33 28．7�

59 ゲ ス ワ ッ ト 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 462 ―1：16．61� 68．5�
58 サクラアベニール 牡3栗 56

53 ▲義 英真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 418 ―1：16．92 104．0�
22 リッシンレモン 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二小原 該一氏 作田 誠二 新冠 村上牧場 444 ―1：17．96 188．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，310，700円 複勝： 36，033，900円 枠連： 20，395，200円
馬連： 51，776，800円 馬単： 33，241，500円 ワイド： 29，189，000円
3連複： 65，284，100円 3連単： 98，691，900円 計： 360，923，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 210円 �� 460円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，980円

票 数

単勝票数 計 263107 的中 � 60559（2番人気）
複勝票数 計 360339 的中 � 73917（2番人気）� 109198（1番人気）� 35669（3番人気）
枠連票数 計 203952 的中 （2－8） 32023（1番人気）
馬連票数 計 517768 的中 �� 96796（1番人気）
馬単票数 計 332415 的中 �� 25226（2番人気）
ワイド票数 計 291890 的中 �� 41448（1番人気）�� 14434（3番人気）�� 16903（2番人気）
3連複票数 計 652841 的中 ��� 43674（1番人気）
3連単票数 計 986919 的中 ��� 17967（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．4―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランジゲレイロ �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 Lion Heart 初出走

2012．4．7生 牡3青鹿 母 エルトベーレ 母母 Ali’s Way 1戦1勝 賞金 6，000，000円



01029 1月10日 晴 良 （27京都1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

36 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿56 C．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 466＋ 21：48．2 2．7�
（仏）

47 エアマニング 牡3青鹿56 武 豊 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 430－121：48．41� 21．9�
510 サウンドバーニング 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 440＋ 61：48．61� 6．5�
11 シーオブラブ 牝3鹿 54 福永 祐一三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 408－ 61：48．81� 5．3�
59 スペリオルラスター 牡3栗 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 61：49．01� 3．0	
714� セプティエーム 牡3芦 56

54 △小崎 綾也吉田 和美氏 村山 明 米
Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

B486－ 21：49．1クビ 63．9

713 インペカブル 牝3栗 54

52 △岩崎 翼 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 444－ 81：49．84 19．7�
12 ラブローレル 牝3青鹿54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 408± 01：50．01� 24．8�
24 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 450－ 41：50．1� 213．5
23 ウォーターティアナ 牝3青鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 456－ 21：50．31� 233．3�
611 バトルボンネビル 牡3芦 56 藤岡 佑介宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 444＋ 21：50．4� 111．2�
35 エイシンターザン 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 492＋ 2 〃 クビ 26．5�
612 ローランレーヴ 牡3芦 56 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：50．5クビ 156．8�
48 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲義 英真鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 474－ 21：50．92� 390．6�
816 ブレーヴマン 牡3鹿 56 菱田 裕二栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B444－ 4 〃 ハナ 111．1�

（15頭）
815 パイオニアステップ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，032，300円 複勝： 40，139，800円 枠連： 19，678，000円
馬連： 60，910，200円 馬単： 39，622，300円 ワイド： 33，765，100円
3連複： 83，664，500円 3連単： 133，233，600円 計： 439，045，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 560円 � 190円 枠 連（3－4） 2，690円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 390円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 30，870円

票 数

単勝票数 差引計 280323（返還計 1941） 的中 � 80179（1番人気）
複勝票数 差引計 401398（返還計 1560） 的中 � 97951（2番人気）� 12948（7番人気）� 54163（4番人気）
枠連票数 差引計 196780（返還計 29） 的中 （3－4） 5655（8番人気）
馬連票数 差引計 609102（返還計 6130） 的中 �� 13857（11番人気）
馬単票数 差引計 396223（返還計 3265） 的中 �� 6054（17番人気）
ワイド票数 差引計 337651（返還計 2132） 的中 �� 6409（15番人気）�� 24482（4番人気）�� 3153（22番人気）
3連複票数 差引計 836645（返還計 10544） 的中 ��� 9690（18番人気）
3連単票数 差引計1332336（返還計 19691） 的中 ��� 3129（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．6―48．0―1：00．5―1：12．5―1：24．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネラルゴジップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．9．14 阪神4着

2012．4．20生 牡3青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 4戦1勝 賞金 7，350，000円
〔出走取消〕 パイオニアステップ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 バルビーナ号・ロードウォーリア号
※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。

01030 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第6競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 フィールドスラッピ 牝3鹿 54 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 424－ 41：12．4 5．0�
810 グランドポピー 牝3栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 466＋ 41：12．5� 7．1�
811 トーホウレゼルヴ 牝3黒鹿54 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 21：12．71� 3．5�
44 オージーアイドル 牝3鹿 54 幸 英明窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 13．4�
22 オールオブユー 牝3栗 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：12．91� 4．7	
79 オリエンタルダンス 牝3黒鹿54 C．デムーロ �シルクレーシング 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 ハナ 4．7

（仏）

33 � クリノショウスーシ 牝3栗 54
52 △小崎 綾也栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 谷川牧場 476－ 41：13．43 44．6�

55 � エメラルヒマワリ 牝3青鹿54 酒井 学高橋 勉氏 服部 利之 平取 スガタ牧場 434－121：13．82� 156．2�
67 ナムラマミー 牝3鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 424＋ 21：15．6大差 15．3
78 プルーヴダモール 牝3芦 54 D．バルジュー �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 434－ 41：16．02� 56．5�

（伊）

66 ブラックショコラ 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 456－ 4 〃 クビ 39．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，254，700円 複勝： 49，339，700円 枠連： 17，216，500円
馬連： 68，915，100円 馬単： 38，391，900円 ワイド： 36，677，300円
3連複： 84，702，300円 3連単： 140，221，100円 計： 466，718，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 190円 � 130円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 590円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 312547 的中 � 49610（4番人気）
複勝票数 計 493397 的中 � 78503（2番人気）� 57985（5番人気）� 112824（1番人気）
枠連票数 計 172165 的中 （1－8） 24583（2番人気）
馬連票数 計 689151 的中 �� 28905（7番人気）
馬単票数 計 383919 的中 �� 8519（15番人気）
ワイド票数 計 366773 的中 �� 15082（8番人気）�� 32139（1番人気）�� 17549（7番人気）
3連複票数 計 847023 的中 ��� 35674（4番人気）
3連単票数 計1402211 的中 ��� 8601（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．0―12．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―36．0―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドスラッピ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．8．10 小倉3着

2012．4．15生 牝3鹿 母 フィールドスピカ 母母 フィールドブーケ 7戦2勝 賞金 14，500，000円
※クリノショウスーシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



01031 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

88 メイショウクローバ 牝4鹿 54
52 △岩崎 翼松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B514＋ 21：53．2 3．7�

77 ビジュートウショウ 牝4栗 54 荻野 琢真トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452－ 61：53．62� 50．0�
11 アルマミーア 牝4黒鹿 54

52 △小崎 綾也前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 61：53．7� 6．3�

22 � ジューンヴィエナ 牝4鹿 54
51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 428＋ 21：53．8� 6．3�

44 チャームドヴェール 牝5鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458－ 61：54．01� 29．3	
66 シ ナ ー ラ 牝5鹿 55 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 440－ 6 〃 アタマ 92．4

55 グッドタイムロール 牝4栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508± 0 〃 ハナ 1．7�
33 サンエルピス 牝4栗 54

52 △松若 風馬三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：54．31� 25．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 30，385，700円 複勝： 103，100，700円 枠連： 発売なし
馬連： 62，976，300円 馬単： 53，080，500円 ワイド： 29，684，900円
3連複： 73，120，500円 3連単： 219，768，900円 計： 572，117，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 400円 � 2，140円 � 520円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 7，330円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 450円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 11，400円 3 連 単 ��� 61，940円

票 数

単勝票数 計 303857 的中 � 65274（2番人気）
複勝票数 計1031007 的中 � 73440（2番人気）� 11502（7番人気）� 53940（4番人気）
馬連票数 計 629763 的中 �� 6654（15番人気）
馬単票数 計 530805 的中 �� 3791（24番人気）
ワイド票数 計 296849 的中 �� 3670（17番人気）�� 18520（5番人気）�� 2855（20番人気）
3連複票数 計 731205 的中 ��� 4807（26番人気）
3連単票数 計2197689 的中 ��� 2572（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．0―50．1―1：03．0―1：15．3―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウクローバ 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．14 京都12着

2011．4．14生 牝4鹿 母 チアズグレイス 母母 チアズフラワー 15戦2勝 賞金 16，690，000円
〔制裁〕 チャームドヴェール号の騎手福永祐一は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

メイショウクローバ号の騎手岩崎翼は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番・5番）

01032 1月10日 晴 良 （27京都1）第3日 第8競走 2，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分（番組第7競走を順序変更） （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
2：10．0
2：10．0

良
良

23 トーセンデューク 牡4鹿 56 岩田 康誠島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456＋122：13．3 3．7�
48 � ラルプデュエズ 牡5黒鹿 57

55 △小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 6．6�
36 プランスペスカ 牡5鹿 57

55 △松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B468－ 22：13．4クビ 7．6�
47 フロリダパンサー 牡4青鹿56 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B486＋ 62：13．5� 8．8�
35 オリハルコン 牡4黒鹿56 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524－ 4 〃 クビ 4．2	
611 メドウラーク 牡4鹿 56 小牧 太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506＋122：13．71� 10．4

11 カレングランブルー 牡4栗 56 秋山真一郎鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456± 02：13．8クビ 99．5�
24 ナンヨーユナ 牝5芦 55 D．バルジュー 中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：14．01� 65．5�

（伊）

815 エイシンノーティス 牝4鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 456－ 82：14．1� 15．7
12 マイネボニータ 牝4栗 54 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 408＋10 〃 ハナ 15．8�
（仏）

612 メイショウグレア 牝5鹿 55
52 ▲義 英真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 424＋ 8 〃 アタマ 45．8�

510 インプレショニスト 牝5鹿 55 �島 良太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448－ 22：14．2� 95．5�
816 クールオープニング 牡4青鹿56 幸 英明前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 62：14．62� 50．1�
59 レッドシェリフ 牡7栗 57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 520＋242：14．7クビ 88．6�
714 ヤマニンパンテオン 牡5鹿 57 酒井 学土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 460± 02：14．91� 229．5�
713 マルクナッテ 牝4栗 54 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 418＋ 62：15．11� 27．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，213，400円 複勝： 61，669，000円 枠連： 25，429，500円
馬連： 94，821，600円 馬単： 43，507，300円 ワイド： 49，730，000円
3連複： 124，713，600円 3連単： 167，668，100円 計： 605，752，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 200円 � 210円 枠 連（2－4） 760円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 580円 �� 700円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 19，960円

票 数

単勝票数 計 382134 的中 � 81742（1番人気）
複勝票数 計 616690 的中 � 107959（2番人気）� 78099（3番人気）� 70567（4番人気）
枠連票数 計 254295 的中 （2－4） 25826（3番人気）
馬連票数 計 948216 的中 �� 44424（3番人気）
馬単票数 計 435073 的中 �� 12280（4番人気）
ワイド票数 計 497300 的中 �� 22380（3番人気）�� 18235（6番人気）�� 16845（8番人気）
3連複票数 計1247136 的中 ��� 20698（13番人気）
3連単票数 計1676681 的中 ��� 6088（37番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．6―12．4―12．6―12．6―12．5―12．3―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―36．4―48．8―1：01．4―1：14．0―1：26．5―1：38．8―1：50．3―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5
1
3
1，7（2，15）（6，8，13）（3，5）（4，11）9，10（12，16）－14・（1，7）15（2，6，8）5（3，4，13）11（9，16）（10，12）－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンデューク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fairy King デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．3．5生 牡4鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet 5戦2勝 賞金 14，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジリオン号・テイコフトウショウ号・ビキニスタイル号
※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。



01033 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第9競走 ��1，200�
あ ま が せ

天 ケ 瀬 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

46 � ミリオンヴォルツ 牡6鹿 57 福永 祐一林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC 502＋ 41：11．2 5．0�

35 ドニカナルボーイ 牡5黒鹿57 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 466＋ 41：11．3� 14．0�
34 � ヴィクタシア 牝6黒鹿55 藤岡 佑介前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B510＋ 2 〃 クビ 3．2�
610 ケ ッ キ セ ヨ 牡5鹿 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 484－ 2 〃 ハナ 8．3�
814 ゴーインググレート 牡5栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482＋221：11．4クビ 26．8�
23 タッチシタイ 牡5栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 496＋ 61：11．5� 6．5�
58 サトノスパークル 牡4鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 504＋ 81：11．71	 4．8	
11 � ミリアグラシア 牝5栗 55 武 豊杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 518＋ 41：11．8� 18．5

22 マウントフジ 牝7鹿 55 小崎 綾也 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 448＋ 41：12．01	 135．2�
47 
 リアリーサムシング 牡7栗 57 太宰 啓介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 484± 0 〃 クビ 274．7
713 グランプリブルー 牡6栗 57 浜中 俊北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B486＋141：12．1� 29．6�
712 イ キ �5栗 57 D．バルジュー 前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 01：12．2クビ 69．1�
（伊）

611 ア レ ッ ト 牡4青 56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514－ 21：12．3� 53．6�

815 シャッセロール 牝5鹿 55 川須 栄彦名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 460± 01：12．83 57．7�
59 キョウワリベラル 牡6黒鹿57 幸 英明�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 502－ 21：12．9� 213．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，348，700円 複勝： 75，830，900円 枠連： 25，972，000円
馬連： 126，936，300円 馬単： 55，842，200円 ワイド： 57，311，900円
3連複： 159，439，200円 3連単： 232，865，200円 計： 775，546，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 280円 � 140円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 370円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 413487 的中 � 65453（3番人気）
複勝票数 計 758309 的中 � 107196（3番人気）� 55620（6番人気）� 177081（1番人気）
枠連票数 計 259720 的中 （3－4） 27155（2番人気）
馬連票数 計1269363 的中 �� 27314（13番人気）
馬単票数 計 558422 的中 �� 8257（23番人気）
ワイド票数 計 573119 的中 �� 11751（14番人気）�� 42989（1番人気）�� 17350（11番人気）
3連複票数 計1594392 的中 ��� 41102（7番人気）
3連単票数 計2328652 的中 ��� 7620（69番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．5―47．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリオンヴォルツ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2011．10．23 東京1着

2009．1．27生 牡6鹿 母 Racetothealtar 母母 Time for a Wedding 22戦4勝 賞金 58，527，000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。

01034 1月10日 晴 良 （27京都1）第3日 第10競走 ��1，200�
ぎ お ん

� 園 特 別
発走15時10分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

44 シンジュボシ 牝5栗 55 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 504＋ 81：08．1 5．3�

710 ステイウェル 牡5黒鹿57 C．デムーロ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 502＋10 〃 ハナ 14．8�

（仏）

68 オトコギマサムネ 牡4鹿 56 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 アタマ 26．8�
33 ハ ピ ネ ス 牝4黒鹿54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 6 〃 クビ 4．3�
67 シンデレラボーイ 牡5鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 498＋141：08．31� 2．5�
22 ライブリシュネル 牡5鹿 57 義 英真加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 6 〃 クビ 186．6	
812 サチノクイーン 牝4鹿 54 岩田 康誠佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B470－ 41：08．51� 9．7

55 ヒカリトリトン 牡7鹿 57 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 514－ 21：08．6� 242．3�
811 フルールシチー 牝4鹿 54 酒井 学 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 502－ 41：08．81� 6．0�
79 エランドール 牝7鹿 55 幸 英明辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 452＋ 21：08．9� 106．5�
11 ストークアンドレイ 牝5芦 55 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 474－ 2 〃 クビ 23．0�
56 メイショウアキシノ 牝6鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 442－ 41：09．11� 213．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，524，100円 複勝： 70，028，600円 枠連： 29，575，900円
馬連： 153，972，100円 馬単： 78，053，900円 ワイド： 55，372，900円
3連複： 168，549，700円 3連単： 320，375，800円 計： 926，453，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 370円 � 700円 枠 連（4－7） 4，240円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，800円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 24，240円 3 連 単 ��� 124，540円

票 数

単勝票数 計 505241 的中 � 74988（3番人気）
複勝票数 計 700286 的中 � 110806（3番人気）� 47485（6番人気）� 22272（8番人気）
枠連票数 計 295759 的中 （4－7） 5404（14番人気）
馬連票数 計1539721 的中 �� 26473（15番人気）
馬単票数 計 780539 的中 �� 7826（27番人気）
ワイド票数 計 553729 的中 �� 11676（16番人気）�� 7919（20番人気）�� 3406（28番人気）
3連複票数 計1685497 的中 ��� 5213（52番人気）
3連単票数 計3203758 的中 ��� 1865（270番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．0―11．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．0―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンジュボシ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．15 阪神3着

2010．4．16生 牝5栗 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 26戦4勝 賞金 79，024，000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。



01035 1月10日 晴 良 （27京都1）第3日 第11競走 ��2，000�
ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （芝・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 マテンロウボス 牡4黒鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466± 01：59．3 3．6�
811 トウカイオーロラ 牡8黒鹿57 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 490＋ 61：59．62 115．9�
67 エアアンセム 牡4黒鹿56 C．デムーロ �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494＋26 〃 ハナ 6．2�

（仏）

810 テイエムイナズマ 牡5黒鹿57 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 530＋ 8 〃 ハナ 28．9�

33 ピ オ ネ ロ 牡4鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：59．7� 4．3	
22 アドマイヤスピカ 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 494－ 41：59．91� 6．1

66 � エーシンマックス 牡5栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 506＋ 42：00．11� 12．0�
55 ダイシンブラック 牡6鹿 57 D．バルジュー 大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 488－ 22：00．31� 43．3�

（伊）

78 ジェントルマン 牡7黒鹿57 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 492＋ 22：00．51� 20．3
79 サフランディライト 牡7鹿 57 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 494＋ 42：00．71� 40．7�
11 ミヤビジャスパー 牡4鹿 56 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 506＋10 （競走中止） 4．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 89，075，600円 複勝： 130，653，100円 枠連： 55，244，300円
馬連： 311，877，200円 馬単： 143，138，800円 ワイド： 117，215，600円
3連複： 380，828，300円 3連単： 704，037，900円 計： 1，932，070，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 1，940円 � 240円 枠 連（4－8） 4，260円

馬 連 �� 21，320円 馬 単 �� 32，270円

ワ イ ド �� 5，570円 �� 610円 �� 7，400円

3 連 複 ��� 44，130円 3 連 単 ��� 317，820円

票 数

単勝票数 計 890756 的中 � 195141（1番人気）
複勝票数 計1306531 的中 � 254388（1番人気）� 12770（11番人気）� 147272（5番人気）
枠連票数 計 552443 的中 （4－8） 10046（17番人気）
馬連票数 計3118772 的中 �� 11336（42番人気）
馬単票数 計1431388 的中 �� 3326（76番人気）
ワイド票数 計1172156 的中 �� 5214（42番人気）�� 53806（7番人気）�� 3910（47番人気）
3連複票数 計3808283 的中 ��� 6472（98番人気）
3連単票数 計7040379 的中 ��� 1606（580番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．6―12．5―12．3―12．4―11．8―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．8―48．3―1：00．6―1：13．0―1：24．8―1：36．4―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5
1
3
6，9，8－7，10，5，3，4，2，11，1・（6，9）（8，7）（10，5）（3，4）（2，11）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウボス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中京3着

2011．3．12生 牡4黒鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード 9戦4勝 賞金 53，502，000円
〔競走中止〕 ミヤビジャスパー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※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。

01036 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第12競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16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
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 モンラッシェ 牡4栗 56 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 472＋121：24．8 11．3�
47 ア バ ン サ ル 牡4栗 56 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 518＋ 61：25．01 39．2�
612� スリーネルソン �5黒鹿57 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 482－14 〃 クビ 42．3�
35 ダテノハクトラ 牡4芦 56 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490± 0 〃 ハナ 124．3�
12 ディーセントワーク 牡4黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 21：25．21� 48．8	
713 アドマイヤレイ 牡6鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 534＋101：25．41� 11．0

611 ド ン マ ネ ー 牡5黒鹿57 幸 英明山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 472＋ 6 〃 ハナ 62．7�
24 ハーマンミュート �5青鹿57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム B496－ 61：25．5クビ 45．8�

（伊）

510 サトノアビリティ 牡5栗 57 C．デムーロ 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 520＋ 21：25．6� 2．5
（仏）

714 ナムライットウセイ 牡5黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム B484＋ 41：25．7� 62．6�
36 ゴールドスーク 牡4栗 56

54 △小崎 綾也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 ハナ 5．8�
815 スズカチャンプ 牡6鹿 57

55 △松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496＋ 41：25．8クビ 5．7�
11 アキノクリンチ 牝4芦 54 太宰 啓介穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 458＋101：25．9� 10．3�
48 カフジホーク 牡4栗 56 川須 栄彦加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム B442－ 21：26．21� 258．6�
59 メイショウゼロセン 牡4黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B504± 01：26．62� 9．2�

（15頭）
816� キクノセントロ 牡5栗 57 福永 祐一菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 60，261，700円 複勝： 84，862，900円 枠連： 40，847，300円
馬連： 173，492，300円 馬単： 78，924，600円 ワイド： 77，560，500円
3連複： 208，440，900円 3連単： 332，800，200円 計： 1，057，190，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 440円 � 740円 � 1，150円 枠 連（2－4） 9，510円

馬 連 �� 14，240円 馬 単 �� 24，410円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 7，250円 �� 11，310円

3 連 複 ��� 179，070円 3 連 単 ��� 900，290円

票 数

単勝票数 計 602617 的中 � 42489（7番人気）
複勝票数 計 848629 的中 � 54214（7番人気）� 29799（8番人気）� 18576（12番人気）
枠連票数 計 408473 的中 （2－4） 3328（27番人気）
馬連票数 計1734923 的中 �� 9436（35番人気）
馬単票数 計 789246 的中 �� 2424（67番人気）
ワイド票数 計 775605 的中 �� 3722（47番人気）�� 2763（62番人気）�� 1764（72番人気）
3連複票数 計2084409 的中 ��� 873（263番人気）
3連単票数 計3328002 的中 ��� 268（1399番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．2―35．0―47．2―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンラッシェ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 French Deputy デビュー 2013．7．28 小倉2着

2011．2．23生 牡4栗 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 14戦2勝 賞金 30，670，000円
〔出走取消〕 キクノセントロ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※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。



（27京都1）第3日 1月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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 手 当

197，890，000円
2，080，000円
7，980，000円
1，290，000円
17，940，000円
64，897，500円
4，264，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
472，547，000円
813，414，900円
284，124，400円
1，279，870，000円
667，408，600円
587，549，500円
1，596，428，200円
2，710，200，400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 8，411，543，000円

総入場人員 13，684名 （有料入場人員 12，013名）
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