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01061 1月17日 晴 良 （28京都1）第6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）

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

510 スーセントマリー 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：14．0 1．2�
611 スパイチャクラ 牝3黒鹿54 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 470＋ 41：14．21� 21．5�
23 リヴァイバル 牝3栗 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 504＋181：14．3� 22．6�
816 シルバードリーム 牝3栃栗54 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 438－ 61：14．4� 10．4�
612 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 D．マクドノー 菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 458－ 41：14．5クビ 21．4�

（愛）

59 ゼ ッ ト ガ ガ 牝3青鹿54 太宰 啓介�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 61：14．71� 46．2	
12 トチノマドンナ 牝3黒鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 416－12 〃 ハナ 124．3

11 メイショウフレイヤ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 456± 01：14．91 9．0�
714 オーネットハッピー 牝3鹿 54 池添 謙一醍醐 伸之氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 466－101：15．0クビ 48．6�
24 パープルミラクル 牝3黒鹿54 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 410＋ 4 〃 アタマ 402．3
47 タヒチアンムーン 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 470－ 41：15．1クビ 105．9�
815 ブルベアシャーク 牝3黒鹿54 佐藤 友則 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 426＋ 6 〃 クビ 749．9�

（笠松）

36 シゲルニジョウサバ 牝3鹿 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 444± 01：15．31� 538．4�
35 カシノマイセルフ 牝3鹿 54 藤岡 康太柏木 務氏 田所 秀孝 鹿児島 柏木 務 418＋ 91：16．36 220．2�
713 メイショウフェスタ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好�氏 角田 晃一 むかわ 佐久間 孝司 424＋101：16．4� 132．0�
48 フォルトゥーナ 牝3青鹿 54

52 △加藤 祥太ちくしCLUB 浜田多実雄 青森 石田 英機 440－ 4 （競走中止） 60．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，029，300円 複勝： 115，503，100円 枠連： 13，865，300円
馬連： 54，055，900円 馬単： 42，999，100円 ワイド： 33，382，600円
3連複： 75，049，900円 3連単： 134，407，600円 計： 500，292，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 240円 � 280円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 350円 �� 520円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 7，270円

票 数

単勝票数 計 310293 的中 � 201564（1番人気）
複勝票数 計1155031 的中 � 922384（1番人気）� 28461（4番人気）� 23216（6番人気）
枠連票数 計 138653 的中 （5－6） 24427（3番人気）
馬連票数 計 540559 的中 �� 44863（3番人気）
馬単票数 計 429991 的中 �� 30442（3番人気）
ワイド票数 計 333826 的中 �� 26618（3番人気）�� 16467（5番人気）�� 2661（24番人気）
3連複票数 計 750499 的中 ��� 16176（10番人気）
3連単票数 計1344076 的中 ��� 13391（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．1―48．5―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーセントマリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forestry デビュー 2015．11．28 京都2着

2013．5．16生 牝3鹿 母 ロジャーズスー 母母 Fabulous 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 フォルトゥーナ号は，発走後まもなく異常歩様となり，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 フォルトゥーナ号は，発走後まもなく異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カノヤパリティ号
（非抽選馬） 1頭 イケジュンクイーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01062 1月17日 晴 良 （28京都1）第6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

612 ティルヴィング 牝3青鹿54 M．デムーロ前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：56．1 5．5�
11 マ ジ メ 牡3鹿 56 川田 将雅杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 前川 隆範 488－ 4 〃 アタマ 6．7�
36 キクノシュペール 牡3芦 56 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 480－ 21：56．52� 6．2�
713 ナンヨーアーミー 牡3鹿 56 D．マクドノー 中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 532－ 21：56．6� 6．3�

（愛）

59 エ イ ム 牡3青鹿56 佐藤 友則ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 458± 0 〃 クビ 17．4�
（笠松）

47 ソレイユロワイヤル 牡3鹿 56 菱田 裕二 	社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 468＋121：56．91� 63．4

35 シーザワールド 牡3鹿 56 武 幸四郎石川 達絵氏 武田 博 日高 山際 辰夫 490＋ 4 〃 クビ 119．0�
12 タガノボワテュール 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 高橋 亮 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 41：57．0クビ 227．7�
510 ヴェルデリモーネ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 和美氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 150．4
611 イージーゴー 牡3鹿 56 C．ルメール 谷水 雄三氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 490－ 41：57．42� 2．6�
816 カスタネット 牝3栗 54 田中 健手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 424－ 61：57．5クビ 216．0�
23 ジーベロニカ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�グランプリ 飯田 祐史 新ひだか 武 牧場 444＋10 〃 クビ 22．5�
815 ゴールデンティアラ 牝3栗 54 池添 謙一菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 448－ 41：57．71� 64．2�
48 レイブラッド 牡3黒鹿56 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 田上 稔 476＋ 21：58．23 374．6�
714 アドマイヤローレル 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 488＋28 〃 クビ 18．4�
24 ジスイズザゼネラル 牡3黒鹿56 太宰 啓介山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 462＋ 61：58．73 111．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，089，300円 複勝： 34，573，800円 枠連： 14，074，700円
馬連： 54，569，400円 馬単： 26，566，200円 ワイド： 30，663，000円
3連複： 69，983，200円 3連単： 92，335，900円 計： 345，855，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 200円 � 180円 枠 連（1－6） 670円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 540円 �� 500円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 12，940円

票 数

単勝票数 計 230893 的中 � 33279（2番人気）
複勝票数 計 345738 的中 � 45848（3番人気）� 42311（4番人気）� 51433（2番人気）
枠連票数 計 140747 的中 （1－6） 16061（3番人気）
馬連票数 計 545694 的中 �� 24991（8番人気）
馬単票数 計 265662 的中 �� 7806（8番人気）
ワイド票数 計 306630 的中 �� 14500（6番人気）�� 15765（5番人気）�� 14413（7番人気）
3連複票数 計 699832 的中 ��� 21756（8番人気）
3連単票数 計 923359 的中 ��� 5170（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．2―13．2―13．6―13．0―12．7―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．3―50．5―1：04．1―1：17．1―1：29．8―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
4，7，9，13，6，12（1，11，14）（3，15，16）2（5，10）－8・（4，7，13，6，15）9（12，11）1（3，14，16）（2，5，10）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティルヴィング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 High Yield デビュー 2015．8．9 札幌4着

2013．2．27生 牝3青鹿 母 ストゥデンテッサ 母母 Student Body Pres 5戦1勝 賞金 7，350，000円
〔制裁〕 エイム号の騎手佐藤友則は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 1頭 ミトノグリーン号
（非抽選馬） 1頭 ウインブリング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 京都競馬 第６日



01063 1月17日 晴 良 （28京都1）第6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

612� ベストドライヴ 牡3栗 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Dorsey Brown &
Richard Palmer 518± 01：25．8 4．8�

611 ダノンレーザー 牡3栗 56 C．ルメール�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 522＋16 〃 クビ 6．0�
59 レッドヴェルサス 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B502± 01：25．9クビ 3．9�
714 アリアカンタービレ 牝3青鹿54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 442－ 21：26．0� 20．5�
47 キクノレジェ 牡3鹿 56 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 野島牧場 480＋ 81：26．1	 2．7�
510� ストーミーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太 	シルクレーシング 平田 修 愛 Rodger

O’Dwyer 472－ 81：26．2クビ 28．4

35 メモリーマニフィカ 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 492－ 61：27．05 29．9�
12 ウイングエンペラー 牡3栗 56 D．マクドノー 池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 476＋ 21：27．1� 90．8�

（愛）

48 フ ラ ッ ク ス 牝3栗 54 田中 健山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 414＋ 4 〃 アタマ 404．9
713 タガノビリオネア 牡3鹿 56 池添 謙一八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 信成牧場 528± 01：27．41	 10．6�
11 トゥールエッフェル 牝3芦 54 佐藤 友則 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 516－ 2 〃 アタマ 49．2�

（笠松）

24 ス リ ー バ ゴ 牡3青鹿56 柴田 未崎永井商事� 坪 憲章 むかわ 新井牧場 490＋ 21：27．82	 311．0�
36 シゲルシロアマダイ 牡3芦 56 水口 優也森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B450＋ 21：27．9	 386．6�
815 カシノジョウネツ 牡3鹿 56 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 日高 川端 正博 548± 0 〃 クビ 720．9�
23 ブ ボ ナ 牝3黒鹿54 太宰 啓介杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 464＋ 21：28．53	 111．6�
816 ペプチドコンドル 牡3鹿 56 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 464－101：29．03 366．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，675，800円 複勝： 40，845，600円 枠連： 15，442，100円
馬連： 57，395，000円 馬単： 31，461，900円 ワイド： 34，202，400円
3連複： 83，263，300円 3連単： 110，974，400円 計： 400，260，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 210円 � 170円 枠 連（6－6） 1，980円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 640円 �� 410円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 13，720円

票 数

単勝票数 計 266758 的中 � 44402（3番人気）
複勝票数 計 408456 的中 � 70480（2番人気）� 44959（4番人気）� 63359（3番人気）
枠連票数 計 154421 的中 （6－6） 6041（7番人気）
馬連票数 計 573950 的中 �� 23248（7番人気）
馬単票数 計 314619 的中 �� 7466（12番人気）
ワイド票数 計 342024 的中 �� 13260（7番人気）�� 22285（3番人気）�� 15945（6番人気）
3連複票数 計 832633 的中 ��� 24962（7番人気）
3連単票数 計1109744 的中 ��� 5864（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．6―47．9―1：00．4―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストドライヴ �
�
父 Trappe Shot �

�
母父 High Yield デビュー 2015．11．8 京都3着

2013．2．21生 牡3栗 母 High Moment 母母 Apogee 3戦1勝 賞金 8，800，000円
※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） 1頭 レイクテカポ号
（非抽選馬） 1頭 ラトナプラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01064 1月17日 晴 良 （28京都1）第6日 第4競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 ケイティブレイブ 牡3栗 56 国分 優作瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 488＋ 41：54．2 2．3�
11 クリノリトミシュル 牝3鹿 54 田中 健栗本 博晴氏 武田 博 日高 宝寄山 忠則 484－ 21：54．41� 39．7�
55 レッドウィズダム 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 506－ 21：54．5� 3．5�
33 ナムラアラシ 牡3鹿 56 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 494－ 2 〃 ハナ 3．9�
66 サクレディーヴァ 牝3芦 54 秋山真一郎 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 504± 01：55．35 7．7�
77 グランジャー 牡3栗 56 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526± 01：55．93� 19．6	
44 	 シャイニーネーム 牝3黒鹿54 佐藤 友則
ホースケア 山中 輝久 日高 下河辺牧場 428－ 41：56．85 138．2�

（笠松） （笠松）

88 オースミハナチャン 牝3栗 54 小牧 太�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 486－101：57．01 15．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 28，405，500円 複勝： 43，858，500円 枠連： 発売なし
馬連： 53，839，700円 馬単： 35，820，500円 ワイド： 26，180，700円
3連複： 66，272，400円 3連単： 160，687，400円 計： 415，064，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 420円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 850円 �� 160円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 14，090円

票 数

単勝票数 計 284055 的中 � 98633（1番人気）
複勝票数 計 438585 的中 � 187404（1番人気）� 10036（7番人気）� 109626（2番人気）
馬連票数 計 538397 的中 �� 9830（13番人気）
馬単票数 計 358205 的中 �� 4122（21番人気）
ワイド票数 計 261807 的中 �� 6436（13番人気）�� 56750（1番人気）�� 6082（14番人気）
3連複票数 計 662724 的中 ��� 25937（7番人気）
3連単票数 計1606874 的中 ��� 8265（50番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．2―12．6―12．8―12．9―12．7―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．1―50．7―1：03．5―1：16．4―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイティブレイブ 
�
父 アドマイヤマックス 

�
母父 サクラローレル デビュー 2015．8．30 小倉8着

2013．5．11生 牡3栗 母 ケイティローレル 母母 ビーマイフアイア 7戦2勝 賞金 20，283，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



01065 1月17日 晴 良 （28京都1）第6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

816 アドマイヤロマン 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 41：34．4 3．7�
59 � オ リ ヒ メ 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 448－ 61：34．5� 10．2�

611 テ ラ ノ ヴ ァ 牝3芦 54 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 2．6�
36 サワヤカミスター 牡3栗 56 竹之下智昭永井 秀貴氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460＋ 21：34．71	 22．5�
815 パ ロ ー マ 牝3鹿 54 C．ルメール 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 416－ 4 〃 アタマ 6．7	
510 ワンダーエクラタン 牡3栗 56 小林 徹弥山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 490－ 21：35．01� 73．6

612� ハットプレイ 牡3青鹿56 小牧 太ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 464－ 4 〃 アタマ 51．6�
24 フィールドシャルム 牡3鹿 56 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム 478＋16 〃 クビ 13．8�
47 プラチナメモリー 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 378－ 61：35．63
 28．1
11 シンボリダルク 牝3青鹿54 藤岡 康太シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 462－ 6 〃 クビ 26．4�
713 ロサモスカータ 牝3鹿 54 D．マクドノー 吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 448－ 21：35．7
 203．9�

（愛）

35 ヴ イ カ ン プ 牡3鹿 56 佐藤 友則岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：35．8
 238．1�
（笠松）

23 テイエムマケンゲナ 牝3鹿 54 菱田 裕二竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 448± 0 〃 ハナ 357．2�
12 ローデルバーン 牡3黒鹿56 池添 謙一佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 466＋ 21：36．01 65．0�
714 デザートナイト 牡3鹿 56 武 豊 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 496＋ 21：36．32 10．2�
48 ジャストセーブラブ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 21：36．51	 360．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，224，300円 複勝： 48，535，100円 枠連： 19，049，000円
馬連： 72，430，400円 馬単： 37，335，100円 ワイド： 40，786，100円
3連複： 95，010，600円 3連単： 129，161，300円 計： 475，531，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 210円 � 130円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 730円 �� 230円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 計 332243 的中 � 71478（2番人気）
複勝票数 計 485351 的中 � 111552（1番人気）� 43482（4番人気）� 110045（2番人気）
枠連票数 計 190490 的中 （5－8） 16492（3番人気）
馬連票数 計 724304 的中 �� 26189（7番人気）
馬単票数 計 373351 的中 �� 7439（11番人気）
ワイド票数 計 407861 的中 �� 12757（7番人気）�� 53117（1番人気）�� 16290（5番人気）
3連複票数 計 950106 的中 ��� 36205（3番人気）
3連単票数 計1291613 的中 ��� 7810（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．3―46．4―58．3―1：10．0―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（1，4）8（10，14）11，16，9，15（7，6）13（5，12）－（3，2） 4 ・（1，4）10（8，14）11，16，9（15，6）（7，13）－12，5（3，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤロマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．19 阪神2着

2013．1．30生 牡3栗 母 フローリッドコート 母母 スプリングコート 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クリノサンレオ号・セキサンシップ号・ゼットマックイーン号・リーゼントフォルテ号
（非抽選馬） 2頭 エイシンシシオウ号・ドルフィンマーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01066 1月17日 曇 良 （28京都1）第6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

816 パールコード 牝3青鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 524 ―1：49．5 9．7�
510 フリーフォール 牡3鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 440 ―1：49．92� 6．3�
713 キョウワゼノビア 牝3黒鹿54 武 豊�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 464 ―1：50．11 6．4�
815 ゴールデンバイオ 牡3芦 56 浜中 俊バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 448 ― 〃 クビ 5．2�
36 エクスプレスレーン 牝3青鹿54 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 402 ―1：50．2クビ 2．9	
11 マ エ ス ト ロ 牡3鹿 56 D．マクドノー 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 452 ―1：50．41� 14．1

（愛）

12 ウイングフィールド 牝3鹿 54 国分 優作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 476 ― 〃 ハナ 21．0�
612 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 菱田 裕二小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 472 ― 〃 クビ 62．3�
47 グ ラ ウ ス 牝3栗 54 太宰 啓介�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462 ―1：50．61� 120．7
23 フェアウェルローズ 牝3栗 54 藤懸 貴志吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460 ―1：50．7クビ 176．4�
35 プレリュードフィズ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 クビ 17．2�
59 ウエスタンビジュー 牝3鹿 54 小牧 太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 460 ―1：50．91� 25．5�
611	 タランテュー 牝3鹿 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 仏 Mme Danielle
de la Heronniere 452 ―1：51．11� 25．7�

24 ネフェルテム 牡3黒鹿56 田中 健 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新冠 村上 欽哉 512 ―1：51．52� 104．4�

48 ウインイストワール 牝3芦 54 水口 優也�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 390 ―1：51．71� 117．1�
714 レディーズトピック 牝3青鹿54 森 一馬田島 大史氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 408 ―1：52．33� 358．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，237，000円 複勝： 41，503，500円 枠連： 21，597，900円
馬連： 61，814，300円 馬単： 32，315，300円 ワイド： 32，715，700円
3連複： 77，281，000円 3連単： 100，830，300円 計： 398，295，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 320円 � 250円 � 190円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 890円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 40，990円

票 数

単勝票数 計 302370 的中 � 24893（5番人気）
複勝票数 計 415035 的中 � 30715（5番人気）� 43520（4番人気）� 63200（2番人気）
枠連票数 計 215979 的中 （5－8） 18811（3番人気）
馬連票数 計 618143 的中 �� 13258（13番人気）
馬単票数 計 323153 的中 �� 3015（29番人気）
ワイド票数 計 327157 的中 �� 5928（15番人気）�� 9597（9番人気）�� 8836（11番人気）
3連複票数 計 772810 的中 ��� 8934（21番人気）
3連単票数 計1008303 的中 ��� 1783（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．5―49．4―1：02．4―1：14．9―1：26．6―1：38．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パールコード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Lost Code 初出走

2013．2．1生 牝3青鹿 母 マジックコード 母母 Beautiful Pet 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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アデプタスメジャー号・エクセレントミスズ号・カフジデンジャー号・ショウナンタイザン号・ストラーノ号・

トゥルーハート号・トリデカゴン号・トレジャーハンター号・フォルテミノル号・ホンマカイナ号・
マッジョテンペスタ号・モント号・ヤマニンバビルサ号

※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。



01067 1月17日 曇 良 （28京都1）第6日 第7競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 ツィンクルソード 牡5芦 57 武 豊 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：24．8 3．9�
34 パッシングブリーズ 牡5鹿 57 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 7．2�
46 ケイリンボス 牡5栗 57 C．ルメール 山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520＋ 61：25．01� 14．6�
815 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 秋山真一郎永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：25．32 22．5�
22 ブルーガーディアン 牡4黒鹿56 武 幸四郎 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 482± 01：25．4クビ 159．0	
59 エミネントレコード 牡5鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B494－ 61：25．61� 43．2

58 � リッカクロフネ 牡4芦 56 太宰 啓介立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 476± 01：25．7クビ 183．3�
610 カシノランド 牡4黒鹿56 国分 優作柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 476－ 21：25．8� 15．5�
11 アドマイヤリバティ 牡4鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 490－ 6 〃 クビ 2．4
814 メイショウゼロセン 牡5黒鹿 57

55 △加藤 祥太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 508± 01：26．11	 56．5�
713 メイショウヒマワリ 牝4栗 54

53 ☆小崎 綾也松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 484± 0 〃 ハナ 239．8�
47 タマモワカサマ 牡4鹿 56 浜中 俊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 482＋ 61：26．31� 24．6�
23 エイシンカーニバル 牡4栗 56 佐藤 友則�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482＋18 〃 ハナ 20．6�

（笠松）

712 キタサンコンサート 牡4芦 56 古川 吉洋�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 488＋ 21：26．4クビ 9．2�
35 エニシイチダイ 
4鹿 56 D．マクドノー 大塚 亮一氏 笹田 和秀 新ひだか 土田農場 B468－141：27．25 96．9�

（愛）

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，736，700円 複勝： 46，390，600円 枠連： 20，155，700円
馬連： 79，060，900円 馬単： 38，452，000円 ワイド： 43，336，000円
3連複： 102，319，100円 3連単： 140，841，500円 計： 503，292，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 210円 � 350円 枠 連（3－6） 1，200円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 530円 �� 840円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 14，450円

票 数

単勝票数 計 327367 的中 � 67014（2番人気）
複勝票数 計 463906 的中 � 93308（2番人気）� 56568（3番人気）� 27460（6番人気）
枠連票数 計 201557 的中 （3－6） 12996（3番人気）
馬連票数 計 790609 的中 �� 41970（4番人気）
馬単票数 計 384520 的中 �� 13097（5番人気）
ワイド票数 計 433360 的中 �� 22023（3番人気）�� 13072（8番人気）�� 10986（11番人気）
3連複票数 計1023191 的中 ��� 22748（10番人気）
3連単票数 計1408415 的中 ��� 7065（34番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．4―12．6―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―47．0―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツィンクルソード �
�
父 デュランダル �

�
母父 Lyphard デビュー 2013．9．8 阪神1着

2011．3．25生 牡5芦 母 ツィンクルブライド 母母 デビルズブライド 15戦3勝 賞金 30，289，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01068 1月17日 曇 良 （28京都1）第6日 第8競走 ��1，600�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
1：31．4
1：30．7

良
良

815 プレミオテーラー 牝4黒鹿54 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 468－141：34．2 16．2�
712 リーサルストライク 牡4鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 61：34．41 10．1�
46 エーシンマイェスタ 牡6黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 546＋14 〃 ハナ 16．6�
11 ガルデルスリール 牝5鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 アタマ 5．7�
814 オメガハートソング 牝4青鹿54 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 434＋101：34．5� 8．3�
22 モンラッシェ 牡5栗 57 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 474＋ 81：34．6クビ 19．2	
47 オールマンリバー 牡4黒鹿56 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 ハナ 6．5

34 � プレスアテンション 牡5栗 57

55 △加藤 祥太金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530＋ 2 〃 ハナ 60．5�

58 アグネスヴェルテュ 牡5鹿 57 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482＋ 4 〃 クビ 192．7�
713 ラテラルアーク 	5栗 57 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B482± 01：34．7� 5．8
23 ラホーヤビーチ 牝4青鹿54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 454＋ 8 〃 クビ 30．7�
35 グリーンラヴ 牡6栗 57 M．デムーロ �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 488＋ 21：34．8クビ 4．2�
611 ヤマカツボーイ 牡4黒鹿56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 41：35．01
 62．3�
610 マイティティー 牝4鹿 54 古川 吉洋五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－121：35．2� 86．2�
59 キングナポレオン 	5黒鹿57 佐藤 友則田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 20．8�

（笠松）

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，086，200円 複勝： 53，243，900円 枠連： 24，943，700円
馬連： 95，640，500円 馬単： 40，903，800円 ワイド： 52，253，300円
3連複： 118，596，900円 3連単： 152，110，000円 計： 572，778，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 590円 � 440円 � 590円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 7，490円 馬 単 �� 17，050円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 4，300円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 44，650円 3 連 単 ��� 265，730円

票 数

単勝票数 計 350862 的中 � 17324（7番人気）
複勝票数 計 532439 的中 � 23514（9番人気）� 33045（6番人気）� 23474（10番人気）
枠連票数 計 249437 的中 （7－8） 19223（3番人気）
馬連票数 計 956405 的中 �� 9895（31番人気）
馬単票数 計 409038 的中 �� 1799（72番人気）
ワイド票数 計 522533 的中 �� 4793（34番人気）�� 3121（45番人気）�� 3413（41番人気）
3連複票数 計1185969 的中 ��� 1992（147番人気）
3連単票数 計1521100 的中 ��� 415（855番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．0―12．1―11．8―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―46．9―59．0―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレミオテーラー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．5．23 京都4着

2012．2．18生 牝4黒鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 9戦2勝 賞金 15，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 グリーンラヴ号の騎手M．デムーロは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



01069 1月17日 曇 良 （28京都1）第6日 第9競走 ��
��1，900�

ご じ ょ う ざ か

五 条 坂 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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

611 トラキチシャチョウ 牡5鹿 57 M．デムーロ �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 518＋141：59．6 3．6�
816 ヒデノインペリアル 牡4栗 56 武 豊大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 510＋ 61：59．81� 2．2�
59 テイエムジンソク 牡4芦 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 486＋ 42：00．01� 6．4�
36 パフュームボム 牝5鹿 55 佐藤 友則飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482＋ 42：00．42	 152．1�

（笠松）

24 ワースムーン 牡6鹿 57 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 522＋12 〃 アタマ 26．5�
23 シ ョ ー グ ン 牡6鹿 57 武 幸四郎 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 636＋ 42：00．61� 101．4	
47 メテオライト 
7栗 57 藤岡 康太 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 530± 0 〃 ハナ 135．4�
815� エーシンエポナ 牝6鹿 55 C．ルメール�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

502± 02：00．7	 6．5�
11 キョウワランサー 牡5栗 57 池添 謙一
協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B492＋ 6 〃 クビ 24．5
714 スズカルパン 牡7鹿 57 川田 将雅永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468± 02：00．8クビ 20．7�
713� エルフショット 
6青鹿57 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 474＋ 82：01．11 82．4�
510 サンライズカラー 牡7鹿 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 552＋182：02．05 338．7�
612 スズカカイゼル 牡6鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 498＋322：02．1 290．6�
48 � ランドスター 牡5栗 57 秋山真一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492＋ 12：02．2クビ 78．9�
12 スターソード 牡6鹿 57 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 524＋222：02．3 29．5�
35 タイセイバスター 牡6鹿 57 D．マクドノー 田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 508± 02：02．83 63．0�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，203，900円 複勝： 57，608，400円 枠連： 32，021，900円
馬連： 118，486，000円 馬単： 56，712，700円 ワイド： 55，997，200円
3連複： 151，240，200円 3連単： 237，778，500円 計： 751，048，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（6－8） 270円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 200円 �� 430円 �� 320円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 412039 的中 � 91343（2番人気）
複勝票数 計 576084 的中 � 102680（2番人気）� 158664（1番人気）� 78288（3番人気）
枠連票数 計 320219 的中 （6－8） 89986（1番人気）
馬連票数 計1184860 的中 �� 219041（1番人気）
馬単票数 計 567127 的中 �� 44111（2番人気）
ワイド票数 計 559972 的中 �� 82894（1番人気）�� 28937（5番人気）�� 42442（3番人気）
3連複票数 計1512402 的中 ��� 136317（2番人気）
3連単票数 計2377785 的中 ��� 42470（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―30．1―43．2―56．0―1：08．5―1：21．2―1：34．0―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．4
1
3
5－10－9（1，14）8，4－（7，12）13（6，16）2（11，15）3
5，10，9，14－（1，8）4（7，12，16）13，15（3，6，11）－2

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

勝馬の
紹 介

トラキチシャチョウ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．12．7 阪神6着

2011．5．18生 牡5鹿 母 タイキプレリュード 母母 Private Encore 18戦3勝 賞金 46，975，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイクルーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01070 1月17日 曇 良 （28京都1）第6日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

69 シンハライト 牝3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430± 01：21．5 3．0�
813 ワントゥワン 牝3黒鹿54 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430－ 4 〃 ハナ 3．9�
44 タガノヴィアーレ 牝3栗 54 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526± 01：21．6� 15．2�
68 ペプチドサプル 牝3黒鹿54 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 452＋ 81：21．7� 3．9�
45 メ ジ ェ ル ダ 牝3鹿 54 浜中 俊�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 438＋ 21：21．8クビ 7．0�
57 ラズールリッキー 牝3黒鹿55 M．デムーロ岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 456＋ 61：22．01	 17．9	
22 ウォーターピオニー 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 クビ 51．1

711 アラモアナワヒネ 牝3栗 54 菱田 裕二横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 452－ 21：22．1� 74．5�
812 タガノミルキー 牝3芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B432＋ 21：22．2	 200．5�
11 エターナルユース 牝3栗 54 藤岡 康太 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 418－ 81：22．41
 48．3�
56 ブンブンブラウ 牝3鹿 54 太宰 啓介三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 432－121：22．5� 314．6�
33 ジェントルハート 牝3栗 54 D．マクドノー 前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 61：22．81� 59．3�
（愛）

710 アンシエルワープ 牝3栃栗54 武 豊前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：23．01	 12．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 68，271，600円 複勝： 84，527，800円 枠連： 34，474，900円
馬連： 174，523，200円 馬単： 79，253，400円 ワイド： 75，868，000円
3連複： 216，130，300円 3連単： 342，285，900円 計： 1，075，335，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 160円 � 240円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，170円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 15，240円

票 数

単勝票数 計 682716 的中 � 177142（1番人気）
複勝票数 計 845278 的中 � 155217（2番人気）� 152620（3番人気）� 75961（5番人気）
枠連票数 計 344749 的中 （6－8） 67583（1番人気）
馬連票数 計1745232 的中 �� 145586（3番人気）
馬単票数 計 792534 的中 �� 35309（5番人気）
ワイド票数 計 758680 的中 �� 48266（3番人気）�� 15828（16番人気）�� 22245（11番人気）
3連複票数 計2161303 的中 ��� 41808（14番人気）
3連単票数 計3422859 的中 ��� 16280（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―46．4―58．2―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．1
3 5－10，2，7（4，3，8）－11（6，9）（12，13）1 4 5－（2，10）（4，7，8）3（6，11，9）－（1，12，13）

勝馬の
紹 介

シンハライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．10．10 京都1着

2013．4．11生 牝3黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 2戦2勝 賞金 26，308，000円
〔制裁〕 シンハライト号の騎手池添謙一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



01071 1月17日 曇 良 （28京都1）第6日 第11競走 ��
��2，400�第63回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，27．1．17以降28．1．11まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 レーヴミストラル 牡4鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 492± 02：25．9 4．7�
67 シュヴァルグラン 牡4栗 54 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：26．22 2．0�
710 サトノノブレス 牡6黒鹿58 武 豊里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 B516－ 2 〃 ハナ 9．5�
68 ダ コ ー ル 牡8鹿 58 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 494＋222：26．3� 41．9�
79 ベ ル ー フ 牡4鹿 56 D．マクドノー �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 4 〃 クビ 12．0	
（愛）

56 プロモントーリオ 牡6鹿 55 M．デムーロ水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 508＋ 62：26．4クビ 6．2

812 メイショウカンパク 牡9黒鹿53 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 494＋102：26．61� 229．7�
33 アドマイヤフライト 牡7鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 544＋ 62：26．7クビ 14．2�
811 メイショウウズシオ 牡9黒鹿52 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488＋ 2 〃 ハナ 136．6
22 コスモロビン 牡8鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 B536＋20 〃 アタマ 241．6�
44 シャドウダンサー 牡5黒鹿54 藤岡 康太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 アタマ 35．7�
55 ダービーフィズ 牡6栗 57 浜中 俊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 458－ 42：26．8	 16．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 219，519，900円 複勝： 238，318，800円 枠連： 123，281，600円 馬連： 680，135，100円 馬単： 334，617，800円
ワイド： 252，910，200円 3連複： 948，663，800円 3連単： 1，999，213，800円 5重勝： 643，780，500円 計： 5，440，441，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 110円 � 210円 枠 連（1－6） 520円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 230円 �� 640円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 6，550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����� 2，096，020円

票 数

単勝票数 計2195199 的中 � 369151（2番人気）
複勝票数 計2383188 的中 � 361336（2番人気）� 840443（1番人気）� 199379（4番人気）
枠連票数 計1232816 的中 （1－6） 183426（2番人気）
馬連票数 計6801351 的中 �� 1029248（1番人気）
馬単票数 計3346178 的中 �� 198758（3番人気）
ワイド票数 計2529102 的中 �� 327534（1番人気）�� 89874（8番人気）�� 151742（4番人気）
3連複票数 計9486638 的中 ��� 507315（2番人気）
3連単票数 計19992138 的中 ��� 220991（15番人気）
5重勝票数 計6437805 的中 ����� 215

ハロンタイム 13．1―11．2―11．8―13．0―12．9―12．4―12．8―12．0―11．6―11．7―11．8―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�
13．1―24．3―36．1―49．1―1：02．0―1：14．4―1：27．2―1：39．2―1：50．8―2：02．5―2：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．1
1
3
8，10，4，5，11（3，9）7（2，6）12，1
11－8，10（4，5）（9，7）（3，6）12，2，1

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

勝馬の
紹 介

レーヴミストラル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2014．12．6 阪神4着

2012．5．8生 牡4鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 9戦4勝 賞金 143，580，000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。

01072 1月17日 曇 良 （28京都1）第6日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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
1：09．1
1：08．7

重
重

711 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 M．デムーロ岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 508± 01：12．2 4．8�
69 ショコラブラン 牡4芦 56 池添 謙一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476＋ 41：12．3� 4．9�
610	 コールサインゼロ 牡4黒鹿56 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 古川 優 B530－101：12．4クビ 3．3�
813 ヤマニンブルジョン 牡6栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 492－ 21：12．61
 84．8�
45 テーオーソルジャー 牡5栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 2 〃 ハナ 6．2�
46 バ リ キ 牡4栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 454＋ 2 〃 ハナ 6．2	
58 ケ ッ キ セ ヨ 牡6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 486－ 21：12．7� 36．0

34 ライブリシーラ 牡9栗 57 国分 優作加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 518－121：13．02 239．0�
22 アドマイヤビジン 牝5芦 55 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 21：13．1クビ 12．4�
33 クリノリーソクツモ 牝4鹿 54 D．マクドノー 栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 434± 0 〃 クビ 93．5

（愛）

11 タキオンレディー 牝4栗 54
53 ☆小崎 綾也�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454－ 81：13．52 43．4�

814 デオヴォレンテ 牡7鹿 57 岩田 康誠 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 510＋161：13．92� 15．9�

712 カジノプレイヤー 牡4栗 56 古川 吉洋吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 470＋ 91：14．0� 169．6�
（13頭）

57 エピックウィン 牡4黒鹿56 小牧 太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 83，932，500円 複勝： 103，201，100円 枠連： 54，375，400円
馬連： 211，969，800円 馬単： 91，792，000円 ワイド： 95，040，500円
3連複： 260，208，800円 3連単： 436，794，900円 計： 1，337，315，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 360円 �� 460円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 7，650円

票 数

単勝票数 差引計 839325（返還計 827） 的中 � 138637（2番人気）
複勝票数 差引計1032011（返還計 601） 的中 � 156859（3番人気）� 183552（1番人気）� 181803（2番人気）
枠連票数 差引計 543754（返還計 21） 的中 （6－7） 78676（2番人気）
馬連票数 差引計2119698（返還計 6670） 的中 �� 164249（1番人気）
馬単票数 差引計 917920（返還計 2970） 的中 �� 31926（5番人気）
ワイド票数 差引計 950405（返還計 2358） 的中 �� 70002（1番人気）�� 51393（6番人気）�� 52237（5番人気）
3連複票数 差引計2602088（返還計 12920） 的中 ��� 154003（1番人気）
3連単票数 差引計4367949（返還計 19661） 的中 ��� 41360（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―47．3―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 1，9，10，12，5，11（3，13）2（6，14）8－4 4 1，9，10，12（5，11）（3，13）2，14（6，8）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2013．10．20 京都4着

2011．5．14生 牡5栗 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー 30戦4勝 賞金 69，113，000円
〔出走取消〕 エピックウィン号は，疾病〔右後肢挫創〕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。

５レース目



（28京都1）第6日 1月17日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172頭 本 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

284，870，000円
7，760，000円
2，190，000円
32，550，000円
1，500，000円
69，884，000円
4，676，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
653，412，000円
908，110，200円
373，282，200円
1，713，920，200円
848，229，800円
773，335，700円
2，264，019，500円
4，037，421，500円
643，780，500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 12，215，511，600円

総入場人員 20，797名 （有料入場人員 19，857名）
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