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04001 1月31日 曇 重 （27京都2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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

59 ダンシングワンダー 牝3栗 54 福永 祐一窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 472＋141：12．9 8．1�
612 シゲルハナガサ 牝3栗 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 436＋ 2 〃 クビ 36．7�
24 サカジロビューティ 牝3鹿 54 岩田 康誠ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 424－ 21：13．43 5．3�
11 ウォーターメアヌイ 牝3鹿 54 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 428－101：13．5クビ 38．9�
35 ハクサンエルモ 牝3黒鹿54 藤岡 康太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 442＋ 2 〃 アタマ 19．7�
12 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 496－ 4 〃 ハナ 12．9�
36 ジョウショーエガオ 牝3栗 54 池添 謙一熊田 義孝氏 高橋 康之 新ひだか 沖田 哲夫 464－ 21：13．6クビ 12．4	
510 マルトクビクトリー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 460＋ 21：13．7� 3．8

47 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 448± 01：13．91� 13．2�
713 サトノマジカル 牝3青鹿 54

52 △小崎 綾也里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム 432－ 8 〃 ハナ 22．9�
48 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 幸 英明小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 466＋ 41：14．11� 56．7
23 アベックモア 牝3栗 54 A．シュタルケ�ラ・メール 今野 貞一 浦河 惣田 英幸 450＋ 21：14．2� 13．1�

（独）

816 グローバルスター 牝3栗 54 国分 恭介内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 416± 01：14．41� 140．5�
815 ル フ レ 牝3黒鹿54 浜中 俊山上 和良氏 牧田 和弥 新ひだか 高橋フアーム 488＋ 81：14．61� 5．3�
714 エスシーアルテミス 牝3青 54 小林 徹弥工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 高松牧場 462± 01：14．92 247．6�
611 ボーディシア 牝3青鹿54 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：15．0� 107．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，510，400円 複勝： 42，252，500円 枠連： 15，990，600円
馬連： 62，200，600円 馬単： 35，772，400円 ワイド： 35，932，800円
3連複： 88，542，200円 3連単： 112，457，500円 計： 418，659，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 310円 � 1，000円 � 180円 枠 連（5－6） 5，230円

馬 連 �� 32，850円 馬 単 �� 48，420円

ワ イ ド �� 8，330円 �� 1，000円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 53，040円 3 連 単 ��� 339，710円

票 数

単勝票数 計 255104 的中 � 24908（4番人気）
複勝票数 計 422525 的中 � 33615（4番人気）� 8660（11番人気）� 79695（2番人気）
枠連票数 計 159906 的中 （5－6） 2369（20番人気）
馬連票数 計 622006 的中 �� 1467（63番人気）
馬単票数 計 357724 的中 �� 554（114番人気）
ワイド票数 計 359328 的中 �� 1080（58番人気）�� 9604（10番人気）�� 3530（32番人気）
3連複票数 計 885422 的中 ��� 1252（134番人気）
3連単票数 計1124575 的中 ��� 240（850番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．4―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．8―48．2―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 9（1，15）2（3，10）4（6，11）（5，8）（12，13）（7，16）14 4 9，1，2（3，15）（4，10）（5，6，11）8（12，13）16，7，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンシングワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2014．8．3 新潟11着

2012．4．8生 牝3栗 母 スマーティーダンス 母母 Dance Partner 3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 イノチクレナイ号
※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。

04002 1月31日 曇 重 （27京都2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

46 ラ ク ロ ワ 牡3栗 56 C．デムーロ 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：53．7 3．3�
（仏）

712 ダノングッド 牡3栗 56
54 △小崎 綾也�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 506＋ 41：53．8� 10．2�

23 ヒロノカマオレ 牡3栗 56 福永 祐一守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 482－ 21：54．01� 8．5�
610 ヒルノケルン 牡3鹿 56 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 498± 0 〃 クビ 4．3�
58 マコトグランドゥ 牡3栗 56 小牧 太�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 464± 01：54．1クビ 9．5�
22 トゥラクレス 牡3鹿 56 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524－ 41：54．31� 82．7	
11 ストリークライト 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 514－ 21：54．4クビ 9．0

713 タマモアタック 牡3鹿 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496＋ 21：55．14 165．1�
815 ヴ ェ リ テ �3栗 56 太宰 啓介 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 482＋ 21：55．2� 5．7�
59 シシャモショウグン 牡3鹿 56 森 一馬大野 満氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 438＋ 41：55．51� 188．0
611 ナムラミカサ 牡3鹿 56 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 476－ 61：56．35 127．0�
34 グリーンマイル 牡3鹿 56

53 ▲義 英真石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 山口 義彦 B500± 01：57．68 106．1�
35 リッチゴールド 牡3栗 56 幸 英明大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 478－ 41：58．55 19．4�
814 マジックスプーン 牝3鹿 54 和田 竜二 Him Rock Racing 高橋 康之 新冠 長浜牧場 418± 01：58．71� 57．9�
47 ナガラキャスター 牡3鹿 56 川島 信二長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 グラストレーニ

ングセンター 440－ 61：58．8� 233．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，098，400円 複勝： 41，687，300円 枠連： 13，697，900円
馬連： 56，838，300円 馬単： 33，757，900円 ワイド： 31，320，500円
3連複： 74，956，600円 3連単： 104，531，200円 計： 380，888，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 260円 � 240円 枠 連（4－7） 1，600円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 590円 �� 490円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 17，540円

票 数

単勝票数 計 240984 的中 � 58169（1番人気）
複勝票数 計 416873 的中 � 96118（1番人気）� 36123（7番人気）� 40551（4番人気）
枠連票数 計 136979 的中 （4－7） 6611（7番人気）
馬連票数 計 568383 的中 �� 26755（7番人気）
馬単票数 計 337579 的中 �� 8770（9番人気）
ワイド票数 計 313205 的中 �� 13737（8番人気）�� 17225（3番人気）�� 4701（23番人気）
3連複票数 計 749566 的中 ��� 12921（16番人気）
3連単票数 計1045312 的中 ��� 4319（58番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．4―12．4―13．0―13．0―13．1―13．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．0―48．4―1：01．4―1：14．4―1：27．5―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．3
1
3
8（9，12，15）1（6，14）4，11（2，10）3，13（7，5）・（8，15）（1，12，6）（9，10）14，2（4，11）3－13（7，5）

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

勝馬の
紹 介

ラ ク ロ ワ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．21 阪神12着

2012．3．18生 牡3栗 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナガラキャスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月28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２回 京都競馬 第１日



04003 1月31日 晴 重 （27京都2）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時55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

77 パドパピヨン 牝3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース�島 一歩 千歳 社台ファーム 434 ―1：12．9 4．0�
33 メイショウフライキ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 436 ―1：13．11� 32．7�
55 メイショウアライソ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 湯窪 幸雄 様似 中脇 一幸 500 ―1：13．2	 3．9�
78 クリノリーソクツモ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 462 ―1：13．62	 12．6�
（クリノチャンタ）

66 ジュエルメーカー 牝3黒鹿54 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 496 ―1：13．81	 9．3�
11 ローブディアンジェ 牝3青鹿54 C．デムーロ �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 ハナ 2．3	

（仏）

810 スイフトミノル 牝3鹿 54
52 △小崎 綾也吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 432 ―1：14．33 68．0


44 スリークンビア 牝3鹿 54 太宰 啓介永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 402 ―1：14．51� 26．2�
89 ランドマークライト 牝3芦 54

51 ▲義 英真青山 洋一氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 438 ― 〃 クビ 23．2
22 メルシートウショウ 牝3栗 54 川島 信二トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458 ―1：15．35 123．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，351，800円 複勝： 32，225，100円 枠連： 10，676，900円
馬連： 40，783，300円 馬単： 34，247，300円 ワイド： 22，277，100円
3連複： 54，024，200円 3連単： 112，943，000円 計： 330，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 640円 � 160円 枠 連（3－7） 5，910円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 11，780円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 300円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 47，710円

票 数

単勝票数 計 233518 的中 � 46479（3番人気）
複勝票数 計 322251 的中 � 56235（3番人気）� 9130（8番人気）� 63968（2番人気）
枠連票数 計 106769 的中 （3－7） 1400（17番人気）
馬連票数 計 407833 的中 �� 4720（19番人気）
馬単票数 計 342473 的中 �� 2180（33番人気）
ワイド票数 計 222771 的中 �� 2945（21番人気）�� 21640（3番人気）�� 4043（17番人気）
3連複票数 計 540242 的中 ��� 6076（23番人気）
3連単票数 計1129430 的中 ��� 1716（137番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．1―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．9―36．0―48．2―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パドパピヨン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．3．17生 牝3鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ 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。

04004 1月31日 晴 重 （27京都2）第1日 第4競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走11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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

56 � キーアシスト 牡4鹿 56 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 494＋ 41：58．2 5．0�
45 ステージジャンプ 牡5鹿 57 松田 大作合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 496－ 21：58．51	 8．1�
11 デ モ ニ オ 牡4青 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 41：58．6
 1．8�
813� デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 福永 祐一田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 528－ 41：58．7	 44．8�
812 ダンツキャッチ �4鹿 56 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 528＋ 61：59．02 11．6�
33 ナムララオウ 牡5栗 57

55 △小崎 綾也奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 508－ 41：59．1
 28．5	
711 イスカンダル 牡5鹿 57 松山 弘平前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋201：59．52
 22．9

69 ワールドマッチ 牡4栗 56 幸 英明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：59．6
 156．4�
68 ア ー ブ ル 牡4黒鹿56 小牧 太吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 518± 01：59．7
 20．5�
57 タイガークラウン 牡4黒鹿56 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 480＋141：59．91
 18．3
44 ワイルドアンセム 牡5鹿 57 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 490＋122：00．21	 163．9�
22 オ ル ド リ ン 牡4黒鹿56 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466＋162：00．73 13．0�

（仏）

710 アカリロンドン 牡4鹿 56
53 ▲義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 462＋ 42：01．55 47．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，577，900円 複勝： 46，898，300円 枠連： 15，195，300円
馬連： 57，561，800円 馬単： 35，751，100円 ワイド： 32，576，400円
3連複： 74，416，800円 3連単： 124，863，800円 計： 411，841，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 160円 � 110円 枠 連（4－5） 1，590円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 440円 �� 210円 �� 290円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 245779 的中 � 38828（2番人気）
複勝票数 計 468983 的中 � 68509（2番人気）� 47280（3番人気）� 205482（1番人気）
枠連票数 計 151953 的中 （4－5） 7399（5番人気）
馬連票数 計 575618 的中 �� 22923（8番人気）
馬単票数 計 357511 的中 �� 7168（13番人気）
ワイド票数 計 325764 的中 �� 16723（5番人気）�� 43752（1番人気）�� 28181（2番人気）
3連複票数 計 744168 的中 ��� 74045（1番人気）
3連単票数 計1248638 的中 ��� 12527（15番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．3―12．7―13．0―12．9―12．7―12．7―12．5―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―17．9―29．2―41．9―54．9―1：07．8―1：20．5―1：33．2―1：45．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キーアシスト �
�
父 エアジハード �

�
母父 バブルガムフェロー

2011．5．6生 牡4鹿 母 バブルガムパレス 母母 ミリアメイド 10戦1勝 賞金 16，400，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※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。



04005 1月31日 晴 稍重 （27京都2）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15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 1，025，000
1，025，000

円
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

612 アズマクィーン 牝3鹿 54
52 △岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 456＋ 61：35．8 8．5�

36 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿 54
52 △小崎 綾也山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 456－ 6 〃 ハナ 7．6�

47 ナムラオツウ 牝3鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 404＋ 2 〃 クビ 16．2�
611 テイエムクロタカ 牡3青鹿56 A．シュタルケ 竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 480－ 2 〃 同着 17．6�

（独）

510 サウンドアプローズ 牡3黒鹿56 福永 祐一増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 488－ 61：35．9クビ 10．6�
713 ロイヤルスピリッツ 牝3鹿 54 浜中 俊下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 480－201：36．0� 14．1	
24 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 佑介
大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474＋ 21：36．1� 5．0�
11 ショウナンハルカス 牡3黒鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490＋121：36．41� 5．4�
35 メイショウワカアユ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 460＋ 61：37．14 6．9
23 エイシンパサート 牡3栗 56 太宰 啓介平井 淑郎氏 坂口 正則 浦河 高野牧場 B472＋ 41：37．52� 134．2�
59 ドリーマーズハイ 牝3黒鹿54 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：37．71� 67．7�
12 ホープフルデイズ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �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 446＋ 81：37．8� 27．0�
815 ウォーターエライ 牡3栗 56 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 424－ 81：37．9� 199．5�
816 ダンツホーネット 牡3芦 56 国分 恭介山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 472＋ 21：38．22 107．9�
714 クィーンアルビレオ 牝3鹿 54 松山 弘平髙野 葉子氏 高野 友和 新冠 中央牧場 420－ 21：39．69 208．6�
48 ディープフォレスト 牡3鹿 56 C．デムーロ 窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 450－ 4 （競走中止） 8．8�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，408，200円 複勝： 45，851，700円 枠連： 18，318，000円
馬連： 64，433，300円 馬単： 33，915，900円 ワイド： 35，592，700円
3連複： 84，386，300円 3連単： 110，870，400円 計： 420，776，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 230円 � 230円 �
�

370円
470円 枠 連（3－6） 1，490円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 640円 ��
��

1，300円
1，570円

��
��

1，200円
1，430円

3 連 複 ���
���

7，230円
7，430円 3 連 単 ���

���
38，130円
37，070円

票 数

単勝票数 計 274082 的中 � 25751（5番人気）
複勝票数 計 458517 的中 �

�
42389
17038

（5番人気）
（10番人気）

� 43727（4番人気）� 22323（9番人気）

枠連票数 計 183180 的中 （3－6） 9475（6番人気）
馬連票数 計 644333 的中 �� 17169（10番人気）
馬単票数 計 339159 的中 �� 4042（24番人気）
ワイド票数 計 355927 的中 ��

��
8984
4551
（11番人気）
（29番人気）

��
��

4194
3791
（33番人気）
（37番人気）

�� 3429（41番人気）

3連複票数 計 843863 的中 ��� 4372（59番人気）��� 4254（61番人気）
3連単票数 計1108704 的中 ��� 1054（298番人気） ��� 1084（290番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．5―12．1―12．0―12．0―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アズマクィーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．23 札幌3着

2012．3．5生 牝3鹿 母 ハートオブクィーン 母母 マイシークレット 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 ディープフォレスト号は，向正面で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

04006 1月31日 晴 稍重 （27京都2）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：56．8
1：56．1

良
良

816 ドリームチェイサー 牡3栗 56 C．デムーロ 三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：02．0 5．6�
（仏）

35 � ケースバイケース 牝3黒鹿 54
52 △小崎 綾也谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 504＋162：02．1� 3．4�
47 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 486＋ 22：02．84 7．5�
611 ウソハッピャク 牡3栗 56 A．シュタルケ 小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 452＋ 2 〃 クビ 11．4�

（独）

11 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 456－ 62：03．33 2．6�
24 クリノトイトイ 牡3栗 56 川須 栄彦栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 440－102：03．93	 146．4	
510 コスモデント 牡3芦 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 ナカノファーム 508－ 82：04．0� 72．8

36 アメリカンマッスル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介市川 義美氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 522－ 22：04．1クビ 17．3�
48 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± 0 〃 クビ 40．6�
12 カフジムーン 牡3黒鹿56 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 猿橋 義昭 462－122：04．42 104．0
59 クラウドサーファー 牡3栗 56 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 444± 02：04．5クビ 125．0�
714 ワイルドモンスター 牡3鹿 56 浜中 俊 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 
川 啓一 490± 02：05．24 59．7�
23 セイカコムルヴァン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 432－122：05．41� 300．1�
612 メイショウクオン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 508± 02：05．72 25．3�
815 デルマフウライマツ 牡3鹿 56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 ハナ 329．5�
713� アメリカンゴールド 牡3鹿 56 藤岡 康太吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 518－ 42：06．12	 121．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，804，200円 複勝： 34，374，300円 枠連： 16，401，600円
馬連： 58，935，000円 馬単： 37，079，800円 ワイド： 33，312，000円
3連複： 70，842，400円 3連単： 117，695，000円 計： 396，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 150円 � 160円 枠 連（3－8） 780円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 420円 �� 570円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 278042 的中 � 39562（3番人気）
複勝票数 計 343743 的中 � 45135（4番人気）� 66216（2番人気）� 53956（3番人気）
枠連票数 計 164016 的中 （3－8） 16177（3番人気）
馬連票数 計 589350 的中 �� 50841（2番人気）
馬単票数 計 370798 的中 �� 14147（7番人気）
ワイド票数 計 333120 的中 �� 20645（3番人気）�� 14420（6番人気）�� 18802（4番人気）
3連複票数 計 708424 的中 ��� 32088（3番人気）
3連単票数 計1176950 的中 ��� 9584（19番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．3―12．5―12．7―12．9―12．6―12．2―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．7―48．2―1：00．9―1：13．8―1：26．4―1：38．6―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームチェイサー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．8．9 札幌4着

2012．2．10生 牡3栗 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 5戦1勝 賞金 7，900，000円
※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 コイオス号
※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。



04007 1月31日 晴 重 （27京都2）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

813 スマートレパード �5栃栗57 浜中 俊大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 496＋101：24．5 3．5�
814 タマモユウトウセイ 牡4栗 56 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 488＋ 41：24．71� 12．2�
711 ゴールデンアタック 牡7栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 500＋ 81：24．91� 45．5�
58 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 494＋ 21：25．0� 11．8�
45 タマモベルモット 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼タマモ� 河内 洋 新冠 対馬 正 496＋ 41：25．32 119．0�
57 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± 0 〃 クビ 10．6	
22 ヒドゥンブレイド 牡5黒鹿57 福永 祐一 
シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 アタマ 7．3�
610 オベーション 牝4鹿 54

51 ▲義 英真岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 448＋ 41：25．93	 21．1�
712
 チョウエンペラー 牡4栗 56 松山 弘平丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 456＋ 2 〃 ハナ 40．2
69 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 444＋ 21：26．11� 156．5�
11 トレノカチドキ 牡4栗 56 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 464－ 21：26．2� 5．2�
34 カーマンライン 牡4鹿 56 田中 博康吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 532＋161：26．62	 10．7�
46 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 C．デムーロ 小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 512＋ 41：26．81 8．2�

（仏）

33 サンライズアルブル 牡4黒鹿56 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 41：27．12 16．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，004，200円 複勝： 50，051，400円 枠連： 20，999，100円
馬連： 77，838，800円 馬単： 39，011，400円 ワイド： 41，950，600円
3連複： 99，031，400円 3連単： 138，428，400円 計： 498，315，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 420円 � 1，110円 枠 連（8－8） 2，290円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，360円 �� 6，920円

3 連 複 ��� 29，800円 3 連 単 ��� 91，650円

票 数

単勝票数 計 310042 的中 � 69767（1番人気）
複勝票数 計 500514 的中 � 85038（1番人気）� 29419（7番人気）� 9653（12番人気）
枠連票数 計 209991 的中 （8－8） 7084（12番人気）
馬連票数 計 778388 的中 �� 30630（5番人気）
馬単票数 計 390114 的中 �� 10033（4番人気）
ワイド票数 計 419506 的中 �� 13436（5番人気）�� 3150（42番人気）�� 1514（64番人気）
3連複票数 計 990314 的中 ��� 2492（110番人気）
3連単票数 計1384284 的中 ��� 1095（378番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．3―12．5―12．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．5―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレパード �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．5 京都2着

2010．4．24生 �5栃栗 母 スウィフトレディー 母母 エマーズロッカ 13戦3勝 賞金 31，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04008 1月31日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （27京都2）第1日 第8競走 ��3，170�

うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：28．4良・良

22 タマモプラネット 牡5芦 59 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 492＋ 63：32．6 4．7�
711 フ ァ イ ヤ ー 牡7青鹿59 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 528＋ 83：34．8大差 6．4�
710 ウォンテッド 牡5黒鹿60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 502＋ 6 〃 クビ 4．9�
813 テイエムセイリュウ 牡6青鹿59 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 518＋ 83：34．9クビ 61．7�
57 � チョイワルグランパ 牡9黒鹿59 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 506－ 43：35．11� 6．4�
45 オンワードデューク 牝7栗 58 難波 剛健樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 476＋123：35．31 24．1	
56 アルティシムス 牡7鹿 59 熊沢 重文 
社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 83：36．04 4．2�
68 � タマモショパン 牡6鹿 59 田村 太雅タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 514－ 63：36．21� 59．9�
69 マサノブルース �8鹿 61 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 454＋ 23：36．3	 8．4
44 オ ー パ ル ス �7芦 59 山本 康志広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 大典牧場 492－ 63：37．25 18．6�
33 � エーシンイグアス 牡7鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 532＋123：37．94 34．5�
11 エリタージュ 牝5鹿 57 中村 将之佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 474－ 23：39．8大差 69．4�
812� クリノテンペスタ 牡8栗 59 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 492－ 23：47．1大差 164．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，017，300円 複勝： 29，740，400円 枠連： 19，322，800円
馬連： 60，880，400円 馬単： 33，660，600円 ワイド： 26，570，700円
3連複： 81，077，800円 3連単： 127，762，000円 計： 402，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 170円 � 170円 枠 連（2－7） 690円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 560円 �� 370円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 230173 的中 � 38607（2番人気）
複勝票数 計 297404 的中 � 52866（1番人気）� 42884（3番人気）� 44315（2番人気）
枠連票数 計 193228 的中 （2－7） 21498（2番人気）
馬連票数 計 608804 的中 �� 32428（6番人気）
馬単票数 計 336606 的中 �� 8491（10番人気）
ワイド票数 計 265707 的中 �� 11712（9番人気）�� 19092（1番人気）�� 13821（3番人気）
3連複票数 計 810778 的中 ��� 32589（3番人気）
3連単票数 計1277620 的中 ��� 7282（38番人気）
上り 1マイル 1：50．9 4F 55．7－3F 41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモプラネット �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．4．22生 牡5芦 母 チャームスター 母母 ハッピースター 障害：3戦2勝 賞金 25，094，000円



04009 1月31日 晴 良 （27京都2）第1日 第9競走 ��
��2，400�

ば い か

梅 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

33 スピリッツミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 42：29．2 6．5�
11 ライトファンタジア 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 446－ 62：29．41� 4．8�
77 カレンスフィーダ 牡3青鹿56 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502± 02：29．61� 5．8�
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 460＋ 82：29．7� 1．8�
55 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 460＋ 22：29．8� 33．2�
22 アドマイヤスター 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：29．9	 9．4	
66 グランアルマダ 牡3芦 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 534－ 82：30．11� 24．5


（独）

（7頭）

売 得 金
単勝： 45，165，200円 複勝： 40，537，200円 枠連： 発売なし
馬連： 78，110，200円 馬単： 56，626，900円 ワイド： 32，336，100円
3連複： 85，686，700円 3連単： 268，587，100円 計： 607，049，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 350円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 620円 �� 650円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 19，940円

票 数

単勝票数 計 451652 的中 � 54779（4番人気）
複勝票数 計 405372 的中 � 41653（4番人気）� 72389（2番人気）
馬連票数 計 781102 的中 �� 28467（9番人気）
馬単票数 計 566269 的中 �� 9787（16番人気）
ワイド票数 計 323361 的中 �� 13100（9番人気）�� 12487（11番人気）�� 20525（5番人気）
3連複票数 計 856867 的中 ��� 19137（15番人気）
3連単票数 計2685871 的中 ��� 9761（68番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―11．5―13．3―13．2―13．1―13．2―13．1―12．5―11．9―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．6―36．1―49．4―1：02．6―1：15．7―1：28．9―1：42．0―1：54．5―2：06．4―2：17．6

コーナー
通過順位

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

2
4
3（1，7）（5，4）6－2
3，7（1，4）5，6，2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スピリッツミノル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．27 札幌7着

2012．3．7生 牡3栗 母 バアゼルクローバー 母母 ストームザミント 9戦2勝 賞金 17，168，000円
〔発走状況〕 カレンスフィーダ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カレンスフィーダ号は，平成27年2月1日から平成27年2月22日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。

04010 1月31日 晴 良 （27京都2）第1日 第10競走 ��
��1，200�

お と く に

乙 訓 特 別
発走15時00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

22 シンデレラボーイ 牡5鹿 57 岩田 康誠田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 500＋ 21：08．9 3．4�
11 タガノスカイ 牝4鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋161：09．0� 9．3�
56 カレンステイシー 牝4栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 486＋121：09．21	 8．5�
68 モンマックス 牡5鹿 57 福永 祐一�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 524－10 〃 ハナ 15．4�
44 プリンセスムーン 牝5栗 55 藤岡 康太玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B492＋ 2 〃 クビ 7．1�
813 ケイアイウィルゴー 牝5鹿 55 秋山真一郎亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 476± 01：09．41
 40．1	
45 アブマーシュ 牝6鹿 55 A．シュタルケ 伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 494± 01：09．5
 92．0

（独）

33 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± 01：09．71	 9．5�
710 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 462＋ 2 〃 アタマ 32．8
57 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 504＋ 21：09．91 4．3�
（仏）

69 ダイナミックガイ 牡5栗 57 池添 謙一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 492＋ 4 〃 クビ 19．9�
711 キクノメテオ 牡5芦 57 幸 英明菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 丸村村下

ファーム 486－ 41：10．43 79．5�
812 ベルリネッタ 牡4鹿 56 小牧 太大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 468＋ 81：10．61	 14．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，595，000円 複勝： 82，157，900円 枠連： 31，748，600円
馬連： 146，056，800円 馬単： 77，477，800円 ワイド： 62，840，600円
3連複： 184，999，300円 3連単： 286，309，100円 計： 921，185，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 280円 � 260円 枠 連（1－2） 2，050円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 760円 �� 620円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 30，670円

票 数

単勝票数 計 495950 的中 � 116666（1番人気）
複勝票数 計 821579 的中 � 202405（1番人気）� 63848（6番人気）� 68642（5番人気）
枠連票数 計 317486 的中 （1－2） 11984（11番人気）
馬連票数 計1460568 的中 �� 54995（7番人気）
馬単票数 計 774778 的中 �� 18437（11番人気）
ワイド票数 計 628406 的中 �� 21303（7番人気）�� 26818（5番人気）�� 10554（20番人気）
3連複票数 計1849993 的中 ��� 23997（19番人気）
3連単票数 計2863091 的中 ��� 6767（94番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―11．6―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．8―46．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンデレラボーイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．8 阪神1着

2010．1．28生 牡5鹿 母 ルスナイクリスティ 母母 タカノオーヒメ 18戦4勝 賞金 86，066，000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。



04011 1月31日 晴 重 （27京都2）第1日 第11競走 ��
��1，800�

きたやま

北山ステークス
発走15時35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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

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 514＋ 21：51．5 6．4�
45 ヒラボクプリンス 牡5鹿 57 秋山真一郎�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 498＋ 41：51．81� 16．0�
33 ワンダーアシャード 牡6栗 57 C．デムーロ 山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 538± 0 〃 ハナ 2．1�

（仏）

57 ナリタハリケーン 牡6鹿 57 小牧 太�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 21：52．01	 52．4�

812 エクストラゴールド 牡4栗 56 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 526± 01：52．1クビ 7．8�

44 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± 0 〃 クビ 24．0	
68 サンライズスマート 牡6鹿 57 A．シュタルケ 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 484＋ 21：52．2	 38．5


（独）

711 アドマイヤランディ 牡4栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508－ 21：52．3	 4．6�
56 コ ル ー ジ ャ 
7鹿 57 池添 謙一野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B496－ 21：52．4クビ 9．6�
11 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± 01：52．61 127．4
710 キタサンシンガー 牡6芦 57 酒井 学�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 514＋ 41：52．7	 83．0�
69 アサクサショパン 牡7黒鹿57 幸 英明田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 490＋ 21：52．8� 109．8�
813 コウユーヒーロー 牡8青 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 528＋121：52．9	 128．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，088，100円 複勝： 116，251，700円 枠連： 50，025，800円
馬連： 262，574，000円 馬単： 137，839，900円 ワイド： 104，367，000円
3連複： 346，967，600円 3連単： 702，426，900円 計： 1，785，541，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 270円 � 110円 枠 連（2－4） 2，420円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 230円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 21，310円

票 数

単勝票数 計 650881 的中 � 81135（3番人気）
複勝票数 計1162517 的中 � 155586（3番人気）� 71579（6番人気）� 417263（1番人気）
枠連票数 計 500258 的中 （2－4） 15981（10番人気）
馬連票数 計2625740 的中 �� 43699（15番人気）
馬単票数 計1378399 的中 �� 12499（26番人気）
ワイド票数 計1043670 的中 �� 20695（13番人気）�� 138906（1番人気）�� 47475（5番人気）
3連複票数 計3469676 的中 ��� 122443（7番人気）
3連単票数 計7024269 的中 ��� 23889（68番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―13．2―12．8―13．0―13．1―12．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．1―49．9―1：02．9―1：16．0―1：28．3―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ク ノ ソ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．11．18 京都2着

2010．5．10生 牡5鹿 母 キクノジェニー 母母 キクノサンシャイン 19戦5勝 賞金 97，603，000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。

04012 1月31日 晴 重 （27京都2）第1日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：21．7
1：21．5

重
不良

59 ポメグラネイト 牡4栗 56 浜中 俊畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 558＋ 21：23．0 6．7�
11 アンナミルト 牝4黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 434－ 21：23．21� 4．6�
612 マルカファイン 牡6栗 57 秋山真一郎日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 514＋121：23．52 32．9�
48 アドマイヤキュート 牝6黒鹿55 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 ハナ 29．0�
714 マークスマン 	5鹿 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 506－ 21：23．6クビ 17．4�
23 ビートゴーズオン 牝4栗 54

52 △小崎 綾也 �社台レースホース
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 4 〃 クビ 52．1	

713 キタサンウンゲツ 牡4鹿 56 岩田 康誠�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 510＋ 81：23．81 5．7

36 ミヤジマッキー 牡5鹿 57 C．デムーロ 曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 508＋ 41：24．01� 4．3�

（仏）

816 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿57 藤岡 康太松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 494± 01：24．1� 37．1
24 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± 01：24．3� 7．0�
35 ア サ ケ ゴ マ 牝5芦 55

52 ▲義 英真大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 486± 0 〃 クビ 15．7�
510 フ ィ オ リ ア 牡7鹿 57 幸 英明鳴戸 雄一氏 坪 憲章 米 F. K. N.

Partners 490＋ 21：24．51� 134．9�
611 トップオブザヘヴン 牝8黒鹿55 藤岡 佑介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 486＋ 4 〃 ハナ 93．6�
12 ウインプロスパー 牡5鹿 57 松山 弘平�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 526－ 21：24．6クビ 113．8�
47 ラヴァーズポイント 牝5青鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 498± 0 〃 アタマ 12．5�
815 ストリートハンター 牡6鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 522－ 41：25．45 123．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，248，500円 複勝： 81，460，600円 枠連： 40，544，500円
馬連： 168，176，800円 馬単： 78，445，300円 ワイド： 77，173，800円
3連複： 218，149，900円 3連単： 342，495，600円 計： 1，061，695，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 220円 � 870円 枠 連（1－5） 1，920円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 930円 �� 3，580円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 21，130円 3 連 単 ��� 104，900円

票 数

単勝票数 計 552485 的中 � 65054（4番人気）
複勝票数 計 814606 的中 � 105923（4番人気）� 106704（3番人気）� 19495（11番人気）
枠連票数 計 405445 的中 （1－5） 16281（11番人気）
馬連票数 計1681768 的中 �� 68742（7番人気）
馬単票数 計 784453 的中 �� 16145（14番人気）
ワイド票数 計 771738 的中 �� 22163（8番人気）�� 5446（41番人気）�� 4643（45番人気）
3連複票数 計2181499 的中 ��� 7742（70番人気）
3連単票数 計3424956 的中 ��� 2367（344番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―11．9―11．8―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．7―46．6―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポメグラネイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．1．22生 牡4栗 母 フレンチバージン 母母 ロングバージン 17戦3勝 賞金 29，900，000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） 1頭 カクシアジ号
（非抽選馬） 2頭 ツヨシノブルーム号・ブラボーランサー号
※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。



（27京都2）第1日 1月31日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 162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

208，870，000円
8，560，000円
1，480，000円
18，490，000円
64，377，500円
4，968，600円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
421，869，200円
643，488，400円
252，921，100円
1，134，389，300円
633，586，300円
536，250，300円
1，463，081，200円
2，549，370，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，634，955，800円

総入場人員 12，193名 （有料入場人員 10，884名）
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