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01097 1月25日 晴 重 （27京都1）第9日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 グリューヴァイン 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：12．5 6．8�
612 セイユニコーン 牡3芦 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 466＋ 41：12．81� 11．1�
47 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿54 福永 祐一桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 1．7�
816 オレンジピークス 牡3鹿 56 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 524＋ 21：12．9クビ 6．2�
714 カシノランド 牡3黒鹿56 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 480＋ 81：13．43 26．5	
611 サ ス ガ 牝3青鹿54 幸 英明深見 富朗氏 小野 幸治 むかわ 宇南山牧場 458－ 61：13．5� 58．4

48 シ ュ ン イ キ 牡3栗 56 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 482＋ 21：13．82 6．5�
815 オウケンチョコ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 484± 01：14．01� 36．3�
510 カ ラ ト ラ バ 牡3栗 56 藤懸 貴志前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 21：14．1クビ 60．6
713 イノチクレナイ 牝3栗 54 岡田 祥嗣小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 412－ 61：14．31� 162．6�
59 シゲルボンオドリ 牡3栗 56 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 鵜木 唯義 468＋ 41：14．4� 93．7�
23 カシノアムール 牝3鹿 54 �島 良太柏木 務氏 境 直行 新ひだか 池田牧場 496＋ 21：14．5クビ 221．3�
12 ティーエスヘリオ 牡3鹿 56 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 新ひだか 片岡 博 436＋ 61：15．24 404．8�
24 テ ス 牡3黒鹿56 川島 信二桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 478－ 41：15．41� 180．9�
36 カシノノゾミ 牝3栗 54 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 444± 01：16．67 245．0�

（15頭）
35 カレンナスマイル 牝3鹿 54 藤田 伸二山科 統氏 柴田 政見 浦河 駿河牧場 412＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，009，100円 複勝： 43，570，700円 枠連： 14，738，500円
馬連： 46，184，000円 馬単： 31，633，900円 ワイド： 27，305，400円
3連複： 62，843，200円 3連単： 102，543，900円 計： 354，828，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 160円 � 190円 � 110円 枠 連（1－6） 3，340円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 890円 �� 270円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 16，270円

票 数

単勝票数 差引計 260091（返還計 1653） 的中 � 30226（4番人気）
複勝票数 差引計 435707（返還計 2359） 的中 � 48809（4番人気）� 34103（5番人気）� 202869（1番人気）
枠連票数 差引計 147385（返還計 67） 的中 （1－6） 3417（9番人気）
馬連票数 差引計 461840（返還計 9679） 的中 �� 10997（12番人気）
馬単票数 差引計 316339（返還計 6852） 的中 �� 3737（22番人気）
ワイド票数 差引計 273054（返還計 6511） 的中 �� 6929（11番人気）�� 28941（3番人気）�� 19213（4番人気）
3連複票数 差引計 628432（返還計 24433） 的中 ��� 30299（6番人気）
3連単票数 差引計1025439（返還計 39440） 的中 ��� 4568（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．3―12．1―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（16，15）7（1，14）（8，9）（3，13）－12，2，11－10－4，6 4 ・（16，15）（1，7）14，8，9（3，13）12（2，11）－10－4，6

勝馬の
紹 介

グリューヴァイン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．9 札幌6着

2012．3．11生 牝3栗 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 カレンナスマイル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノノゾミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月25日まで平地競走

に出走できない。

01098 1月25日 晴 重 （27京都1）第9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

510 ショウナンバローネ 牡3鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 81：52．9 18．8�
816 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482± 01：53．53� 1．2�
24 マイネルカペラ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 21：53．82 9．0�
47 アイファーマグオー 牡3栗 56 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 498－ 21：53．9� 104．6�
612 テイエムダイバート 牡3青 56 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 486± 01：54．32� 13．3�
36 ブレーヴマン 牡3鹿 56 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B444± 01：54．51� 36．6	
48 オーダシティー 牡3鹿 56 池添 謙一藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 528± 01：55．13� 57．6

23 エドノジョンソン 牡3鹿 56 北村 友一遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 460－ 21：55．63 11．3�
35 バ ニ ス タ ー 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 B502－ 81：55．81 33．4�
611 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 506－ 21：56．01� 182．9
713 ハードミルキー 牡3栗 56 太宰 啓介津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B474＋ 41：56．42� 127．9�
12 クリノタンヤオ 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 田中 章博 日高 日西牧場 438－ 61：56．72 184．0�
59 ハヤブサロックオン 牡3鹿 56 藤岡 佑介武田 修氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480＋ 41：57．12� 103．9�
815 ストロベリーボス 牡3鹿 56

53 ▲義 英真田頭 勇貴氏 崎山 博樹 安平 吉田牧場 472－14 〃 アタマ 213．6�
714 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 472－ 41：57．41� 408．9�
11 ビップチャーチャン 牝3栗 54 幸 英明鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 426＋ 21：57．72 178．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，975，200円 複勝： 108，168，100円 枠連： 17，509，400円
馬連： 47，915，800円 馬単： 42，157，700円 ワイド： 28，322，700円
3連複： 60，548，600円 3連単： 129，338，600円 計： 466，936，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 260円 � 100円 � 150円 枠 連（5－8） 1，090円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，040円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 17，610円

票 数

単勝票数 計 329752 的中 � 13977（5番人気）
複勝票数 計1081681 的中 � 20335（5番人気）� 872011（1番人気）� 48402（2番人気）
枠連票数 計 175094 的中 （5－8） 12341（5番人気）
馬連票数 計 479158 的中 �� 40766（4番人気）
馬単票数 計 421577 的中 �� 9219（11番人気）
ワイド票数 計 283227 的中 �� 16123（4番人気）�� 5939（11番人気）�� 39744（1番人気）
3連複票数 計 605486 的中 ��� 27762（4番人気）
3連単票数 計1293386 的中 ��� 5323（50番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．8―12．7―12．8―12．8―13．1―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．5―49．2―1：02．0―1：14．8―1：27．9―1：40．4

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

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバローネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．2 京都13着

2012．3．9生 牡3鹿 母 レディプリンセス 母母 レディミューズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 トゥラクレス号・ヒルノケルン号・ヒロノカマオレ号

第１回 京都競馬 第９日



01099 1月25日 晴 重 （27京都1）第9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

59 ミッキーシーガル 牡3青鹿56 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：24．9 3．4�
816 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 490－ 21：25．53� 2．1�
23 アスタキサンチン 牝3栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 小葉松 幸雄 B450＋ 21：25．71� 32．1�
510 ブロードキャスト 牡3芦 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 21：26．12� 6．6�
611 ギ ョ イ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 450－ 8 〃 ハナ 20．8�
11 セ イ ブ ア ス 牡3鹿 56 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 500－101：26．2� 423．6�
815 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 472－ 41：26．3クビ 21．9	
713 メイショウヤギリ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 460－ 21：26．4� 299．6

612 マーシフルハート 牝3鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 378－ 61：26．93 10．6�
47 ジョーハリス 牡3鹿 56 藤田 伸二上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 442－ 61：27．0� 114．0
24 オートチャーチル 牡3鹿 56 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 新ひだか 小倉 光博 460± 01：27．1� 88．5�
714 スリーキンシャサ 牡3鹿 56 田中 博康永井商事� 南井 克巳 青森 石田 英機 516－ 21：27．84 24．0�
36 チョッコリタマイレ 牡3鹿 56 森 一馬小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 456－ 4 〃 クビ 229．7�
35 タマモエトワール 牡3芦 56

54 △岩崎 翼タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 478－ 81：27．9クビ 31．9�
12 エイシンターザン 牡3鹿 56 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494＋ 21：28．64 52．7�
48 ウインドファースト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 516－ 6 〃 クビ 145．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，186，700円 複勝： 46，327，400円 枠連： 20，443，300円
馬連： 52，067，200円 馬単： 32，853，400円 ワイド： 28，800，100円
3連複： 68，385，500円 3連単： 102，261，500円 計： 381，325，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 110円 � 440円 枠 連（5－8） 200円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，450円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 16，180円

票 数

単勝票数 計 301867 的中 � 69018（2番人気）
複勝票数 計 463274 的中 � 74651（2番人気）� 203594（1番人気）� 12678（9番人気）
枠連票数 計 204433 的中 （5－8） 78572（1番人気）
馬連票数 計 520672 的中 �� 77914（1番人気）
馬単票数 計 328534 的中 �� 24986（2番人気）
ワイド票数 計 288001 的中 �� 37069（1番人気）�� 4492（15番人気）�� 7721（10番人気）
3連複票数 計 683855 的中 ��� 14680（8番人気）
3連単票数 計1022615 的中 ��� 4581（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．4―12．4―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．6―48．0―1：00．4―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーシーガル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Bernstein デビュー 2014．7．20 中京4着

2012．2．4生 牡3青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 ヘイムダル号の騎手幸英明は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・11番・10番）

01100 1月25日 晴 重 （27京都1）第9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）

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

22 ブルームーン 牡3鹿 56 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442＋ 41：11．3 2．0�

811 リンガディンドン 牡3芦 56 福永 祐一吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 532＋22 〃 アタマ 4．5�
33 タキオンレディー 牝3栗 54

52 △岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 444－ 61：11．62 17．7�
66 � ウチデノコヅチ 牝3栗 54 西村 太一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 444＋10 〃 クビ 27．2�
67 ミ ツ バ 牡3鹿 56 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 448± 01：11．7� 8．3	
78 ブルーガーディアン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 472－ 61：11．91� 52．5

55 タマモイレブン 牡3鹿 56 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 520＋101：12．11 7．7�
79 アカリアイドル 牝3栗 54 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 B466－ 61：12．63 8．6�
810� タイセイスウォード 牡3芦 56 国分 優作田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 464－ 21：13．13 22．6
11 キモンダッシュ 牡3鹿 56 太宰 啓介小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 458－ 41：13．31� 88．8�
44 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± 01：13．72� 165．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，909，300円 複勝： 41，703，000円 枠連： 11，957，800円
馬連： 58，645，200円 馬単： 37，891，100円 ワイド： 33，240，500円
3連複： 70，692，800円 3連単： 136，302，500円 計： 426，342，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 240円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 260円 �� 540円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 359093 的中 � 141420（1番人気）
複勝票数 計 417030 的中 � 115415（1番人気）� 62406（2番人気）� 32895（6番人気）
枠連票数 計 119578 的中 （2－8） 22742（1番人気）
馬連票数 計 586452 的中 �� 89557（1番人気）
馬単票数 計 378911 的中 �� 31108（1番人気）
ワイド票数 計 332405 的中 �� 38092（1番人気）�� 14957（6番人気）�� 7780（15番人気）
3連複票数 計 706928 的中 ��� 29358（5番人気）
3連単票数 計1363025 的中 ��� 18603（8番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．1―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．0―47．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルームーン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．9．27 阪神14着

2012．3．8生 牡3鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 3戦2勝 賞金 12，200，000円
※出走取消馬 ヨウライフク号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）



01101 1月25日 晴 良 （27京都1）第9日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30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

510 エイシンファイヤー 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 494－ 21：35．9 7．9�
815 マイアベーア 牡3青鹿56 浜中 俊 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 2．7�
11 パラダイスリッジ 牝3鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436－ 41：36．0クビ 3．2�
12 メイショウナゴミ 牝3青鹿54 古川 吉洋松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 436－ 21：36．42� 22．4	
611 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54 藤田 伸二辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：36．5� 31．2

36 ウインベントゥーラ 牡3鹿 56 国分 恭介�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 452± 0 〃 クビ 4．6�
23 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418± 01：36．6クビ 196．5�
714 ブルールーク 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 新ひだか 出羽牧場 480± 01：36．7� 15．0
48 シゲルオキヨマツリ 牝3栗 54 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 450＋ 2 〃 クビ 114．3�
35 タレントナチュラル 牝3青鹿54 �島 良太山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 榊原 敏明 428－ 61：36．8� 143．4�
24 ダンツホーネット 牡3芦 56 藤岡 佑介山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 470＋101：37．22� 39．7�
713 マイネルバンケット 牡3芦 56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 幌村牧場 432－10 〃 ハナ 188．8�
47 ナ ン シ ー 牝3栗 54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 422－ 8 〃 アタマ 159．9�
59 ソ ニ ッ ク 牝3栗 54 川須 栄彦�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 414－ 21：37．41� 237．2�
612 ウェルカムワゴン 牝3栗 54 北村 友一下河�行雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 464－ 6 〃 クビ 66．0�
816 カ ム ヒ ア 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 464＋ 21：37．71� 60．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，513，300円 複勝： 39，672，300円 枠連： 15，324，200円
馬連： 63，025，300円 馬単： 38，931，400円 ワイド： 34，442，300円
3連複： 77，047，000円 3連単： 127，320，300円 計： 425，276，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 170円 � 120円 � 130円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 390円 �� 500円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 9，600円

票 数

単勝票数 計 295133 的中 � 29841（4番人気）
複勝票数 計 396723 的中 � 46144（4番人気）� 93689（1番人気）� 88374（2番人気）
枠連票数 計 153242 的中 （5－8） 12321（4番人気）
馬連票数 計 630253 的中 �� 38698（4番人気）
馬単票数 計 389314 的中 �� 10053（11番人気）
ワイド票数 計 344423 的中 �� 20670（4番人気）�� 15602（6番人気）�� 50797（1番人気）
3連複票数 計 770470 的中 ��� 50536（2番人気）
3連単票数 計1273203 的中 ��� 9606（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．2―48．8―1：01．0―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．9
3 10（15，16，9）2（11，14）（1，7，13）（3，12）（4，8，6）5 4 ・（10，15）（16，9）2（11，14）13（1，7）（3，12）（4，8，6）5

勝馬の
紹 介

エイシンファイヤー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forty Niner デビュー 2015．1．5 京都4着

2012．4．22生 牡3鹿 母 エイシンフォーティ 母母 Northern Fable 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走状況〕 タレントナチュラル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アグネスエンジェル号・アズマクィーン号・ドリーマーズハイ号

01102 1月25日 晴 良 （27京都1）第9日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

69 ク ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496 ―1：54．5 4．3�
33 タガノカムイ 牡3栗 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478 ―1：54．71� 8．1�
812 マイネルネーベル 牡3鹿 56 高倉 稜 �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 438 ―1：54．8� 4．8�
813 プリモレガーロ 牝3鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478 ―1：55．22� 6．4�
44 タイキフロンティア 牡3黒鹿56 川須 栄彦�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 452 ―1：55．41� 41．6	
68 サトノメダリスト 牡3黒鹿56 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 516 ― 〃 ハナ 2．8

45 トーホウアヤナ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 462 ―1：55．72 27．0�
56 ライプツィヒバトル 牡3栗 56 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 472 ―1：55．8� 28．5�
710 マイネルカヴァータ 牡3栗 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 �川 啓一 452 ―1：55．9クビ 78．1
57 メイショウカルデラ 牡3芦 56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 488 ― 〃 アタマ 102．1�
711 ヴァミューズ 牝3鹿 54 北村 友一 P.S．スライ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 ハナ 17．7�
11 サンマルブリーズ 牡3青鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 430 ―1：56．75 157．9�
22 カルチャーバリュー 牡3栗 56 国分 優作水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 526 ―1：58．310 202．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，179，100円 複勝： 38，882，300円 枠連： 18，772，400円
馬連： 51，584，900円 馬単： 33，271，000円 ワイド： 25，658，700円
3連複： 60，427，500円 3連単： 105，289，400円 計： 364，065，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 190円 � 140円 枠 連（3－6） 690円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 540円 �� 440円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 301791 的中 � 55820（2番人気）
複勝票数 計 388823 的中 � 64558（3番人気）� 46824（4番人気）� 76684（2番人気）
枠連票数 計 187724 的中 （3－6） 20960（3番人気）
馬連票数 計 515849 的中 �� 24010（8番人気）
馬単票数 計 332710 的中 �� 9420（12番人気）
ワイド票数 計 256587 的中 �� 12061（8番人気）�� 15547（4番人気）�� 8873（10番人気）
3連複票数 計 604275 的中 ��� 17511（8番人気）
3連単票数 計1052894 的中 ��� 5588（45番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―12．9―13．7―14．2―13．4―12．4―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．9―38．8―52．5―1：06．7―1：20．1―1：32．5―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F34．4
3 4，11（3，13）（8，9，12）（5，10）－（6，7）－（1，2） 4 4，11，13（3，8）（9，12）（5，10）－（6，7）－1，2

勝馬の
紹 介

ク ル ミ ナ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Candy Stripes 初出走

2012．5．12生 牝3鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



01103 1月25日 晴 稍重 （27京都1）第9日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

89 メイショウウタゲ 牡4栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 508－ 61：53．0 2．0�
44 ストロベリーキング 牡4黒鹿56 高倉 稜田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 490＋10 〃 ハナ 6．8�
66 スズカアドニス 牡5栗 57

55 △岩崎 翼永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 01：53．1� 31．6�
22 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 464－ 41：53．73� 4．1�

810� デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 北村 友一田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 532± 01：53．8� 31．7�
78 サウザンドエース 牡4芦 56 森 一馬吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 524－ 81：53．9� 23．5�
77 エイシンイースト 牡4黒鹿56 国分 優作	栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 476－ 41：54．64 10．6

55 クリノジュロウジン 牡4栗 56 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 476－ 21：55．34 233．1�
11 ツ ァ ー リ 牡4栗 56 酒井 学増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 21：55．4� 144．5�
33 サンジェナーロ 牡4黒鹿56 川田 将雅 キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 2 （競走中止） 6．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，384，900円 複勝： 31，800，200円 枠連： 11，947，300円
馬連： 56，414，700円 馬単： 39，269，700円 ワイド： 27，565，300円
3連複： 66，042，300円 3連単： 153，265，300円 計： 414，689，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 220円 � 660円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，100円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 19，620円

票 数

単勝票数 計 283849 的中 � 112716（1番人気）
複勝票数 計 318002 的中 � 112136（1番人気）� 30969（4番人気）� 7655（8番人気）
枠連票数 計 119473 的中 （4－8） 10999（4番人気）
馬連票数 計 564147 的中 �� 56362（3番人気）
馬単票数 計 392697 的中 �� 20491（4番人気）
ワイド票数 計 275653 的中 �� 19123（3番人気）�� 6259（12番人気）�� 2209（23番人気）
3連複票数 計 660423 的中 ��� 8558（19番人気）
3連単票数 計1532653 的中 ��� 5662（62番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―13．0―13．1―13．3―12．7―12．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．9―50．0―1：03．3―1：16．0―1：28．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．3．23 阪神1着

2011．5．6生 牡4栗 母 シールビーバック 母母 マロンシェーバー 11戦2勝 賞金 25，400，000円
〔発走状況〕 サンジェナーロ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 サンジェナーロ号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競

走中止。なお，同馬は予後不良。
〔制裁〕 メイショウウタゲ号の騎手小林徹弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・7

番）
※クリノジュロウジン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01104 1月25日 晴 良 （27京都1）第9日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

35 フォルシャー 牡4栗 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478＋ 41：47．8 16．5�
59 � ベネフィットユー 牡6黒鹿57 酒井 学宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 464± 0 〃 クビ 34．7�
612 ワクワクカンヲ 牡4鹿 56 太宰 啓介小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B476－ 21：47．9クビ 51．8�
11 ドラゴンストリート 牡4鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 480＋ 2 〃 ハナ 2．9�
24 ビオラフォーエバー 牡4栗 56 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：48．11� 5．7�
23 ト ル ス ト イ 牡5鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488± 01：48．2� 3．9	
611 グリーンラヴ 牡5栗 57 浜中 俊 
グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 480－ 6 〃 クビ 5．1�
36 タニオブローズ 牝5鹿 55 森 一馬谷 研司氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 446－ 41：48．41 22．3
815 ウイントゥモロー 牡4黒鹿 56

53 ▲義 英真
ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 B502＋ 41：48．5� 108．1�
713 アグネスキング 牡4黒鹿56 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 522＋ 21：48．71� 91．7�
510 ハギノブシドウ 牡5栗 57 川須 栄彦日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 498± 01：49．12
 21．9�
714� メジャーシップ 牡4鹿 56 国分 恭介阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 492＋141：49．31� 96．6�
816� クライナーヘルツ 牡5鹿 57 幸 英明林 正道氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 418＋ 81：49．51
 161．2�
12 ピースメーカー 牡4鹿 56 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 61：49．6� 30．9�
47 デ ビ ル 牡4黒鹿56 藤岡 佑介寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 512－ 21：49．8� 45．8�
48 � マルイチスクワート 牡5青鹿57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 476± 01：50．43
 222．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，069，200円 複勝： 46，897，900円 枠連： 24，551，200円
馬連： 80，798，800円 馬単： 44，446，600円 ワイド： 41，726，400円
3連複： 100，795，300円 3連単： 156，295，400円 計： 528，580，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 450円 � 1，070円 � 920円 枠 連（3－5） 4，320円

馬 連 �� 23，720円 馬 単 �� 43，400円

ワ イ ド �� 6，390円 �� 6，620円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 214，760円 3 連 単 ��� 1，434，350円

票 数

単勝票数 計 330692 的中 � 16025（5番人気）
複勝票数 計 468979 的中 � 29264（6番人気）� 11111（10番人気）� 13043（9番人気）
枠連票数 計 245512 的中 （3－5） 4395（12番人気）
馬連票数 計 807988 的中 �� 2639（45番人気）
馬単票数 計 444466 的中 �� 768（87番人気）
ワイド票数 計 417264 的中 �� 1684（48番人気）�� 1624（49番人気）�� 2108（40番人気）
3連複票数 計1007953 的中 ��� 352（252番人気）
3連単票数 計1562954 的中 ��� 79（1530番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―34．9―47．1―59．6―1：11．9―1：24．2―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォルシャー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2013．10．13 京都9着

2011．5．14生 牡4栗 母 ラ イ カ ー ト 母母 ウェディングバンド 11戦2勝 賞金 15，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ウイントゥモロー号の騎手義英真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12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 クリノジュロウジン号・サンレイロッキー号



01105 1月25日 晴 良 （27京都1）第9日 第9競走 ��2，400�
む つ き

睦 月 賞
発走14時35分 （芝・右・外）

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

66 タガノレイヨネ 牡6栗 57 藤田 伸二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504＋ 62：28．5 7．5�

44 フェスティヴイェル 牡4黒鹿56 幸 英明臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 494－ 2 〃 クビ 3．3�
78 ゴールドテーラー 牝5栗 55 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 ハナ 5．1�
11 ヤマイチパートナー 牡5栗 57 古川 吉洋坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 500＋ 82：28．6� 3．7�
810 ダノンマックイン 牡7黒鹿57 北村 友一�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486－ 22：28．81� 12．0�
22 グッドカフェ �7青鹿57 高倉 稜杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 488－ 22：28．9	 28．7	
77 
 カンタベリーナイト 牡6鹿 57 酒井 学峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B508＋ 4 〃 クビ 33．9

55 
 メイショウオトコギ �6栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 490＋ 22：29．11� 95．2�
89 キンショータイム 牡5栗 57 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 494－ 4 〃 ハナ 88．4�
33 マハロチケット 牡4鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 468＋ 22：29．2	 5．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 32，459，200円 複勝： 50，815，700円 枠連： 16，090，600円
馬連： 84，824，300円 馬単： 47，733，500円 ワイド： 35，958，800円
3連複： 100，982，900円 3連単： 205，572，700円 計： 574，437，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 140円 � 180円 枠 連（4－6） 1，760円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 670円 �� 670円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 17，220円

票 数

単勝票数 計 324592 的中 � 34299（5番人気）
複勝票数 計 508157 的中 � 44577（6番人気）� 111642（2番人気）� 71961（3番人気）
枠連票数 計 160906 的中 （4－6） 7082（8番人気）
馬連票数 計 848243 的中 �� 34063（8番人気）
馬単票数 計 477335 的中 �� 8457（21番人気）
ワイド票数 計 359588 的中 �� 13256（10番人気）�� 13110（11番人気）�� 27607（3番人気）
3連複票数 計1009829 的中 ��� 29599（9番人気）
3連単票数 計2055727 的中 ��� 8653（66番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―11．9―12．8―12．7―13．1―13．3―13．1―12．5―12．0―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．7―36．6―49．4―1：02．1―1：15．2―1：28．5―1：41．6―1：54．1―2：06．1―2：17．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノレイヨネ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．8．14 札幌4着

2009．5．8生 牡6栗 母 タガノシャルフ 母母 ポリッシュプリンセス 28戦4勝 賞金 84，255，000円
〔制裁〕 フェスティヴイェル号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

01106 1月25日 晴 稍重 （27京都1）第9日 第10競走 ��1，800�
ご じ ょ う ざ か

五 条 坂 特 別
発走15時10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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 � マ ス ク ゾ ロ 牡4黒鹿56 北村 友一門野 重雄氏 岡田 稲男 米
Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

536＋ 41：51．9 2．5�
48 サンライズホーム 牡4青鹿56 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 490＋ 21：52．0� 44．6�
47 � フェリーチェレガロ 牝5黒鹿55 川須 栄彦平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 494＋ 21：52．21	 21．5�
815 レッドグランザ 牡6鹿 57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 512－ 21：52．3クビ 3．4�
713 ゴ ダ ー ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492± 01：52．4� 11．2�
59 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± 01：52．93 11．4	
36 スズカウラノス 牡6鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 468＋ 4 〃 クビ 189．4

24 トラキチシャチョウ 牡4鹿 56 国分 優作 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 490± 01：53．21� 63．2�
612 タガノプリンス 牡7鹿 57 岩崎 翼八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 01：53．3クビ 53．8�
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 450＋ 4 〃 ハナ 31．3�
816 シュガーヒル 牡6芦 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 16．1�
510 タマモネイヴィー 牡4鹿 56 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B494－ 21：53．62 6．5�
611 マンハッタンコード 牡6鹿 57 高倉 稜林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 498－ 41：53．81	 340．8�
35 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 452－ 41：53．9クビ 55．8�
714 タガノラルフ 牡5青鹿57 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：54．11
 141．1�
12 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 48．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，907，200円 複勝： 66，362，200円 枠連： 36，652，600円
馬連： 160，934，300円 馬単： 79，425，900円 ワイド： 63，565，800円
3連複： 185，029，800円 3連単： 287，639，200円 計： 928，517，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 750円 � 540円 枠 連（1－4） 2，050円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，320円 �� 5，860円

3 連 複 ��� 27，910円 3 連 単 ��� 132，480円

票 数

単勝票数 計 489072 的中 � 150620（1番人気）
複勝票数 計 663622 的中 � 150003（1番人気）� 18556（9番人気）� 26824（7番人気）
枠連票数 計 366526 的中 （1－4） 13833（7番人気）
馬連票数 計1609343 的中 �� 21607（17番人気）
馬単票数 計 794259 的中 �� 7868（25番人気）
ワイド票数 計 635658 的中 �� 8561（18番人気）�� 12711（13番人気）�� 2728（53番人気）
3連複票数 計1850298 的中 ��� 4971（76番人気）
3連単票数 計2876392 的中 ��� 1574（356番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．6―37．8―51．0―1：03．8―1：16．1―1：28．1―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ ス ク ゾ ロ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．8．3 新潟13着

2011．2．18生 牡4黒鹿 母 Saravati 母母 Our Dani 8戦3勝 賞金 34，854，000円
〔制裁〕 マスクゾロ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：8番・7番）

２レース目



01107 1月25日 晴 良 （27京都1）第9日 第11競走 ��1，600�
いわしみず

石清水ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，26．1．25以降27．1．18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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

611 ハナノシンノスケ 牡8鹿 52 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 498± 01：34．0 54．3�
12 トーセンソレイユ 牝5鹿 55 藤岡 佑介島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 アタマ 4．0�
59 ダイシンサンダー 牡4鹿 54 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 476－ 2 〃 ハナ 3．5�
24 ブレークビーツ �5鹿 55 池添 謙一吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444－ 41：34．1� 5．9�
48 フレイムコード 牝6鹿 52 藤懸 貴志�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472－ 21：34．2クビ 50．3	
11 ウインスプラッシュ 牡4鹿 54 藤田 伸二
ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 508＋ 8 〃 クビ 24．8�
510 ウインプリメーラ 牝5黒鹿55 国分 優作
ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 61：34．41 4．5�
23 イリュミナンス 牝5鹿 54 高倉 稜中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－ 41：34．5� 9．9
713 プリンセスジャック 牝5栗 53 �島 良太
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 488＋ 41：34．6� 102．8�
816 マルタカシクレノン 牡7青鹿55 古川 吉洋國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 522± 01：34．7クビ 61．5�
612 ゴールドベル 牡6黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 494＋161：34．8� 99．6�
36 アイウォントユー 牡8栗 53 義 英真薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 480± 01：34．9� 88．7�
35 ハ ー コ ッ ト 牡6鹿 54 武 幸四郎 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B474＋ 8 〃 ハナ 88．7�
47 ドリームトレイン 牡6黒鹿54 川島 信二前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 518＋14 〃 ハナ 69．9�
815 ハーキュリーズ 牡7鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454＋ 81：35．22 20．9�
714 ノボリディアーナ 牝5栗 54 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 466＋ 21：35．3クビ 26．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，520，600円 複勝： 101，512，200円 枠連： 80，139，000円 馬連： 276，890，500円 馬単： 129，646，600円
ワイド： 98，420，600円 3連複： 345，409，300円 3連単： 621，811，300円 5重勝： 777，992，000円 計： 2，513，342，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，430円 複 勝 � 940円 � 160円 � 160円 枠 連（1－6） 7，040円

馬 連 �� 16，460円 馬 単 �� 43，790円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 4，140円 �� 360円

3 連 複 ��� 18，380円 3 連 単 ��� 201，610円

5 重 勝
対象競走：中山10R／京都10R／中京11R／中山11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 4，576，420円

票 数

単勝票数 計 815206 的中 � 12001（10番人気）
複勝票数 計1015122 的中 � 18924（11番人気）� 186803（2番人気）� 198794（1番人気）
枠連票数 計 801390 的中 （1－6） 8817（20番人気）
馬連票数 計2768905 的中 �� 13035（41番人気）
馬単票数 計1296466 的中 �� 2220（99番人気）
ワイド票数 計 984206 的中 �� 5375（40番人気）�� 5673（36番人気）�� 79831（3番人気）
3連複票数 計3454093 的中 ��� 14089（50番人気）
3連単票数 計6218113 的中 ��� 2236（482番人気）
5重勝票数 計7779920 的中 ����� 119

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．1―11．8―11．7―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―47．6―59．4―1：11．1―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナノシンノスケ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Fairy King デビュー 2010．7．4 阪神13着

2007．4．20生 牡8鹿 母 フェアリージェム 母母 Cajo 32戦3勝 賞金 47，597，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 カフェブリリアント号・キョウエイバサラ号・ダノンフェニックス号・ダンツキャンサー号・テイエムタイホー号・

プロクリス号・ベリーフィールズ号

01108 1月25日 晴 稍重 （27京都1）第9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）

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

610 ヒ ナ ア ラ レ 牝4栗 54 幸 英明�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 480± 01：25．1 4．5�
11 モズマッテタワ 牝5黒鹿 55

52 ▲義 英真北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 480－ 2 〃 アタマ 5．1�
813 アンスタンフィール 牝5鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484± 01：25．31� 7．0�
814 キングベイビー 牝5黒鹿55 浜中 俊前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 21：25．51� 2．8�
45 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± 01：25．6� 14．6�
57 � レディカリビアン 牝4芦 54 国分 優作山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 446± 01：25．7� 54．2	
33 ピッツネイル 牝4芦 54

52 △岩崎 翼 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 506＋ 3 〃 クビ 35．4�

711 ピサノナイトレイ 牝4鹿 54 福永 祐一市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 450＋121：25．91� 9．6�
58 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 武 幸四郎田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B472－ 6 〃 ハナ 53．1
22 � スリーアロー 牝4黒鹿54 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478－15 〃 クビ 19．0�
712� ウイングパラダイス 牝4鹿 54 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 462－ 71：26．0� 52．5�
46 チョウアコガレ 牝4鹿 54 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 424± 0 〃 クビ 101．6�
69 セトノブロッサム 牝5黒鹿55 西村 太一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 464－101：26．1クビ 82．8�
34 � アイファーメリー 牝4鹿 54 池添 謙一中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 424－131：29．9大差 190．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，840，100円 複勝： 81，364，700円 枠連： 48，880，200円
馬連： 180，164，200円 馬単： 97，396，000円 ワイド： 81，162，400円
3連複： 217，845，200円 3連単： 421，939，000円 計： 1，202，591，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 180円 � 210円 枠 連（1－6） 1，410円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 490円 �� 640円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 16，700円

票 数

単勝票数 計 738401 的中 � 131065（2番人気）
複勝票数 計 813647 的中 � 120679（3番人気）� 123290（2番人気）� 93241（4番人気）
枠連票数 計 488802 的中 （1－6） 26821（6番人気）
馬連票数 計1801642 的中 �� 98951（4番人気）
馬単票数 計 973960 的中 �� 27104（9番人気）
ワイド票数 計 811624 的中 �� 43659（5番人気）�� 32135（6番人気）�� 24631（9番人気）
3連複票数 計2178452 的中 ��� 45365（9番人気）
3連単票数 計4219390 的中 ��� 18309（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．8―48．2―1：00．5―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ナ ア ラ レ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．12．8 阪神4着

2011．3．12生 牝4栗 母 トーワマドンナ 母母 トーワルビー 14戦2勝 賞金 23，400，000円
〔発走状況〕 キングベイビー号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 キングベイビー号は，発走調教再審査。
※セトノブロッサム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（27京都1）第9日 1月25日（日曜日） 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 169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
8，880，000円
1，410，000円
17，940，000円
67，126，000円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
482，953，900円
697，076，700円
317，006，500円
1，159，449，200円
654，656，800円
526，169，000円
1，416，049，400円
2，549，579，100円
777，992，000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
5 重 勝
計 8，580，932，600円

総入場人員 19，197名 （有料入場人員 17，462名）



平成27年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，510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 手 当

2，038，150，000円
12，480，000円
70，480，000円
14，590，000円
184，160，000円
9，000，000円
602，569，500円
41，080，400円
14，496，000円

勝馬投票券売得金
4，827，448，100円
7，401，905，700円
3，232，691，000円
13，892，603，900円
7，061，007，000円
6，036，812，700円
17，562，147，900円
30，259，555，400円
3，279，775，100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 93，553，946，800円

総入場延人員 185，973名 （有料入場延人員 168，987名）
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