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01085 1月24日 晴 良 （28京都1）第8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）

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

48 ディスピュート 牡3鹿 56 M．デムーロ畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 434－ 21：55．7 1．9�
816 ウォータープリアム 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 508± 0 〃 ハナ 5．5�
815 トウケイフクキタル 牡3栗 56 国分 優作木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 476＋121：56．23 19．7�
59 ルナーランダー 牡3栗 56 菱田 裕二 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 520± 01：56．94 30．4�
611 ポ ボ ス 牡3鹿 56 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 524＋ 41：57．0クビ 17．9�
24 ニホンピロリープ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 494－ 4 〃 クビ 43．6�
36 ヤマニンエスペロス 牡3鹿 56 川田 将雅土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 508＋ 21：57．32 9．7	
510 モズリンリン 牡3鹿 56 S．フォーリー 
キャピタル・システム 村山 明 日高 日高大洋牧場 B466＋ 21：57．4クビ 27．5�

（愛）

612 ブルークリフ 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也 
ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434＋ 4 〃 ハナ 24．5�
23 シ ソ ー ラ ス 牡3鹿 56 小林 徹弥髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 野村 正 404－ 21：58．67 214．4�
35 マジックダイオウ 牡3栗 56 田中 健杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 474－ 61：58．7� 265．2�
714 ゴールドマリーン 牝3栗 54 和田 竜二朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 506＋162：01．2大差 24．8�
11 シゲルカツオ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 嶋田牧場 520－ 42：01．41� 117．1�
12 ウインブリング 牡3栗 56 国分 恭介
ウイン 宮本 博 浦河 有限会社

松田牧場 496－ 22：01．71� 184．0�
47 ハ ル ク 牡3鹿 56 F．ヴェロン
ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 82：01．8クビ 43．1�

（仏）

713 ワンダラーズ 牡3鹿 56 D．マクドノー 石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 富田牧場 502± 02：03．29 8．0�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，924，900円 複勝： 36，205，500円 枠連： 15，517，800円
馬連： 49，410，900円 馬単： 27，353，200円 ワイド： 31，465，200円
3連複： 73，491，700円 3連単： 92，739，200円 計： 352，108，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 340円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，070円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 計 259249 的中 � 107677（1番人気）
複勝票数 計 362055 的中 � 111247（1番人気）� 68612（2番人気）� 16418（6番人気）
枠連票数 計 155178 的中 （4－8） 27452（1番人気）
馬連票数 計 494109 的中 �� 69273（1番人気）
馬単票数 計 273532 的中 �� 25309（1番人気）
ワイド票数 計 314652 的中 �� 35932（1番人気）�� 6891（11番人気）�� 4836（18番人気）
3連複票数 計 734917 的中 ��� 16823（7番人気）
3連単票数 計 927392 的中 ��� 6842（13番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―14．0―13．6―13．2―12．7―13．0―12．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―37．9―51．5―1：04．7―1：17．4―1：30．4―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
12（7，15，16）（4，6，11）（8，14）9，13（5，10）－2，3－1・（12，15）16（6，9，11）（4，14）8－1（7，10，3）5（2，13）

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

勝馬の
紹 介

ディスピュート �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．14 京都7着

2013．4．22生 牡3鹿 母 ミラクルキャンデー 母母 ヤマノロングビーチ 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ディスピュート号の騎手M．デムーロは，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30，000円。（被害馬：16番）

ウォータープリアム号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドマリーン号・シゲルカツオ号・ウインブリング号・ハルク号・ワンダラーズ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24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。

01086 1月24日 晴 良 （28京都1）第8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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

35 モルゲンロート 牡3鹿 56 D．マクドノー 武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 462 ―1：55．7 80．8�
（愛）

48 マインシャッツ 牡3栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486 ―1：56．44 5．9�
23 � アンナペレンナ 牝3芦 54 M．デムーロ中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 516 ―1：56．5� 3．2�
510 ハギノスノーボール 牡3芦 56 松山 弘平日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 494 ―1：57．24 9．4�
47 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム 522 ―1：57．73 6．7�
713 ノートルスウェ 牡3栗 56 川須 栄彦�ヒダカファーム松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 504 ― 〃 アタマ 177．2	
611 キッズガチマヤー 牡3鹿 56 柴田 未崎瀬谷 
雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 506 ―1：58．12� 159．5�
612 カフジマニッシュ 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 524 ―1：58．52� 28．7�
714� マテラリードル 牡3鹿 56 小牧 太大野 照旺氏 森 秀行 米 E Paul Robsham

Stable LLC 510 ―1：58．6クビ 4．3
12 タガノモーサン 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 510 ―1：59．23� 10．7�
59 カフジデンジャー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 564 ―1：59．41� 78．6�
24 リベレイション 牡3鹿 56

54 △義 英真吉岡 泰治氏 西村 真幸 新ひだか 桑嶋 峰雄 508 ―1：59．61� 27．0�
815 ブライトフューチャ 牡3黒鹿56 川田 将雅�辻牧場 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 498 ―2：00．55 22．2�
816 ラストジャンヌ 牝3青 54

51 ▲三津谷隼人�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 404 ― 〃 ハナ 232．9�
36 ケンブリッジヌーサ 牡3栗 56 F．ヴェロン中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 496 ―2：00．71 43．4�
（仏）

11 ヴィグラスムーヴ 牡3黒鹿56 S．フォーリー �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 534 ―2：01．76 50．6�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，315，600円 複勝： 27，696，500円 枠連： 12，798，200円
馬連： 43，194，200円 馬単： 23，786，300円 ワイド： 24，579，800円
3連複： 57，313，400円 3連単： 68，665，100円 計： 279，349，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，080円 複 勝 � 1，750円 � 200円 � 170円 枠 連（3－4） 2，320円

馬 連 �� 42，860円 馬 単 �� 101，940円

ワ イ ド �� 8，580円 �� 4，460円 �� 500円

3 連 複 ��� 41，810円 3 連 単 ��� 524，020円

票 数

単勝票数 計 213156 的中 � 2110（13番人気）
複勝票数 計 276965 的中 � 2916（13番人気）� 37551（3番人気）� 53798（1番人気）
枠連票数 計 127982 的中 （3－4） 4274（9番人気）
馬連票数 計 431942 的中 �� 781（65番人気）
馬単票数 計 237863 的中 �� 175（146番人気）
ワイド票数 計 245798 的中 �� 698（62番人気）�� 1352（41番人気）�� 13954（3番人気）
3連複票数 計 573134 的中 ��� 1028（105番人気）
3連単票数 計 686651 的中 ��� 95（1062番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―13．8―13．7―13．3―13．0―13．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―37．0―50．7―1：04．0―1：17．0―1：30．2―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

モルゲンロート �
�
父 オペラハウス �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2013．4．28生 牡3鹿 母 レッドシャトル 母母 レ ッ ド ジ グ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 マインシャッツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ヴィグラスムーヴ号の騎手S．フォーリーは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔その他〕 ヴィグラスムーヴ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※ラストジャンヌ号は，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。

第１回 京都競馬 第８日



01087 1月24日 晴 良 （28京都1）第8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）

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

59 アリアカンタービレ 牝3青鹿54 M．デムーロ �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 438－ 41：28．3 2．5�

47 リバーサイドパーク 牝3鹿 54 小牧 太�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 446－ 21：28．93� 11．2�
24 ティーゲット 牝3栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 472＋ 21：29．0� 3．8�
35 チャーミングリリ 牝3鹿 54 酒井 学杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 418＋ 2 〃 クビ 193．6�
12 ショウナンマシェリ 牝3鹿 54 川田 将雅�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 450± 01：29．21� 8．4	
611 サンマルオーロラ 牝3黒鹿54 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城牧場 422－ 21：29．51� 108．3

11 タマモパフューム 牝3鹿 54

52 △義 英真タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 426＋ 2 〃 クビ 274．1�
612 カジッタリンゴ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 三枝牧場 416－ 41：29．6� 306．0�
816 アリノマンボ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 446± 01：29．91� 6．0
714 オ ル ノ ス 牝3芦 54 秋山真一郎武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 444＋ 61：30．0� 8．4�
36 イケジュンクイーン 牝3黒鹿54 国分 恭介鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 426－ 41：30．42 69．0�
713 ローズオーラ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 426＋ 4 〃 クビ 222．5�
48 キリエレガント 牝3鹿 54 和田 竜二�本桐牧場 沖 芳夫 新ひだか 本桐牧場 408＋121：30．71� 219．3�
510 ライディングハイ 牝3鹿 54 川島 信二�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 478＋ 21：31．12� 103．9�
815 アカカホール 牝3栗 54 S．フォーリー 守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 420－ 21：31．2� 26．3�

（愛）

23 トウカイメジャー 牝3栗 54 F．ヴェロン内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 462－ 81：34．1大差 44．4�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，541，300円 複勝： 42，989，800円 枠連： 13，354，400円
馬連： 57，057，100円 馬単： 30，260，300円 ワイド： 35，138，200円
3連複： 77，421，700円 3連単： 105，960，800円 計： 390，723，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 190円 � 130円 枠 連（4－5） 1，130円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 440円 �� 190円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，890円

票 数

単勝票数 計 285413 的中 � 88107（1番人気）
複勝票数 計 429898 的中 � 122643（1番人気）� 39587（5番人気）� 90064（2番人気）
枠連票数 計 133544 的中 （4－5） 9100（4番人気）
馬連票数 計 570571 的中 �� 33316（5番人気）
馬単票数 計 302603 的中 �� 11302（7番人気）
ワイド票数 計 351382 的中 �� 18105（5番人気）�� 56320（1番人気）�� 19453（4番人気）
3連複票数 計 774217 的中 ��� 57974（2番人気）
3連単票数 計1059608 的中 ��� 13037（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．8―48．8―1：02．5―1：15．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アリアカンタービレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．10．10 京都4着

2013．3．31生 牝3青鹿 母 サクラアリア 母母 サクラフォーエバー 4戦1勝 賞金 6，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24日まで平地競

走に出走できない。
※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 リョーシンヒナタ号
※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。

01088 1月24日 晴 良 （28京都1）第8日 第4競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

33 � トッコディルーチェ 牡3鹿 56 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

502＋ 61：26．9 7．2�
88 ス ト リ ク ス 牡3鹿 56 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 21：27．0� 2．9�
（仏）

44 コウエイエンブレム 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 518＋ 21：27．1� 2．7�
11 セカンドエフォート 牡3青鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：27．31 4．5�
89 ヒナワジュウ 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 谷岡スタット 548＋101：27．62 25．8�
22 デピュティスカイ 牡3鹿 56

54 △義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 478＋ 21：28．02 8．9	
66 ア オ リ ス ト 牡3鹿 56 和田 竜二小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 三城牧場 508－ 21：28．53 61．1

77 スティルプリンス 牡3鹿 56 菱田 裕二山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 474± 01：29．35 124．1�
55 ヨウチエンコース 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 新ひだか 萩澤 俊雄 466＋ 61：29．62 55．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，946，600円 複勝： 34，519，900円 枠連： 10，514，100円
馬連： 52，567，300円 馬単： 32，915，000円 ワイド： 30，052，700円
3連複： 67，598，300円 3連単： 143，352，000円 計： 402，465，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 150円 � 120円 � 110円 枠 連（3－8） 1，040円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 420円 �� 340円 �� 170円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 7，210円

票 数

単勝票数 計 309466 的中 � 34213（4番人気）
複勝票数 計 345199 的中 � 44850（4番人気）� 74866（2番人気）� 102119（1番人気）
枠連票数 計 105141 的中 （3－8） 7782（5番人気）
馬連票数 計 525673 的中 �� 35129（6番人気）
馬単票数 計 329150 的中 �� 8954（13番人気）
ワイド票数 計 300527 的中 �� 15783（7番人気）�� 20524（5番人気）�� 53454（1番人気）
3連複票数 計 675983 的中 ��� 67711（2番人気）
3連単票数 計1433520 的中 ��� 14396（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―36．2―48．9―1：01．8―1：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 9（6，5，8）（7，4）1（2，3） 4 9（6，5，8）（7，4，1）2，3

勝馬の
紹 介

�トッコディルーチェ 
�
父 Uncle Mo 

�
母父 Charismatic デビュー 2015．10．11 東京3着

2013．5．1生 牡3鹿 母 Touch of Splendor 母母 Into Temptation 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 ヒナワジュウ号の騎手水口優也は，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：6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。



01089 1月24日 晴 良 （28京都1）第8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

714 ステイキングダム 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424＋ 21：48．5 1．7�
612 マルカブリスク 牡3栗 56 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 7．2�
11 ミッキーディナシー 牝3黒鹿54 菱田 裕二野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 410＋ 41：48．6� 8．8�
24 エ マ ノ ン 牝3黒鹿54 川田 将雅丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 41：48．7� 4．1�
611 デルマオギン 牝3鹿 54 D．マクドノー 浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋ 21：49．12� 34．1�

（愛）

816 パープルスクエア 牡3栗 56 国分 恭介中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 41：49．2� 450．5	
713 レッドジェイド 牡3青鹿56 小牧 太 
東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 496－ 41：49．52 26．2�
48 フラジョレット 牡3芦 56 S．フォーリー 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 494± 0 〃 ハナ 88．6�

（愛）

12 クリノサンスーシ 牝3鹿 54
52 △義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 432－ 41：49．81� 36．5

510 コスモカット 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：50．22� 263．2�

23 エイシンシシオウ 牡3黒鹿56 酒井 学
栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 502－12 〃 クビ 55．8�
35 セキサンシップ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 436－ 21：50．83� 291．4�
59 キャバレリアル 牝3鹿 54 F．ヴェロン �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 454－ 61：50．9クビ 325．0�

（仏）

36 � アドヴァントアロー 牡3栗 56 秋山真一郎
ラ・メール 松下 武士 英 Granham Farm
Partnership 464－ 6 〃 アタマ 307．1�

47 カルムパシオン 牡3鹿 56 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 526＋ 8 〃 ハナ 32．6�

815 ヤマニンボアソルチ 牡3栗 56
55 ☆岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 468－ 61：51．0� 208．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，055，900円 複勝： 96，976，300円 枠連： 18，386，200円
馬連： 66，318，300円 馬単： 42，826，000円 ワイド： 42，434，900円
3連複： 90，737，500円 3連単： 149，247，100円 計： 543，982，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 250円 �� 280円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 370559 的中 � 172269（1番人気）
複勝票数 計 969763 的中 � 660649（1番人気）� 53140（4番人気）� 54321（3番人気）
枠連票数 計 183862 的中 （6－7） 24145（3番人気）
馬連票数 計 663183 的中 �� 62554（3番人気）
馬単票数 計 428260 的中 �� 27440（4番人気）
ワイド票数 計 424349 的中 �� 47429（2番人気）�� 41544（3番人気）�� 9113（11番人気）
3連複票数 計 907375 的中 ��� 34098（7番人気）
3連単票数 計1492471 的中 ��� 19989（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―12．0―12．3―12．2―12．4―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．9―47．9―1：00．2―1：12．4―1：24．8―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステイキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2015．12．20 阪神2着

2013．4．7生 牡3鹿 母 ルヴァーガール 母母 Girl of My Dreams 3戦1勝 賞金 9，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラオコーン号
※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。

01090 1月24日 晴 良 （28京都1）第8日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

612 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿54 国分 優作�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 462 ―1：36．2 11．1�
815 ミッキーグッドネス 牝3鹿 54 F．ヴェロン野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 398 ―1：36．62� 6．2�

（仏）

23 フ ァ ク タ ー 牡3黒鹿56 S．フォーリー 石川 達絵氏 角田 晃一 日高 藤本ファーム 474 ―1：36．81� 7．4�
（愛）

12 リーチザハイツ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 424 ―1：37．11� 3．3�
24 マッジョテンペスタ 牡3鹿 56 M．デムーロ太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 470 ― 〃 ハナ 3．9	
713 レッドディオーサ 牝3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 458 ―1：37．2� 7．0

48 ハッピーチャンス 牝3鹿 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466 ―1：37．41 27．0�
11 ツーエムブレイヴ 牡3黒鹿56 小林 徹弥村上 憲政氏 本田 優 浦河 中村 雅明 494 ―1：37．5� 63．9�
36 モ ン ト 牡3鹿 56 武 幸四郎平山 靖氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 502 ― 〃 クビ 22．9
611 トウカイソンジュ 牝3鹿 54 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 456 ―1：37．71� 51．1�
510 トリデカゴン 牡3青鹿56 竹之下智昭一村 哲也氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 496 ―1：38．55 32．3�
714 ビットマップ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 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 514 ―1：38．71� 123．5�
35 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 500 ―1：38．8クビ 143．6�
47 スープレックス �3鹿 56

54 △義 英真藤井聡一郎氏 崎山 博樹 日高 日高大洋牧場 430 ―1：39．33 204．3�
816 アメリカンイーグル 牡3栗 56 国分 恭介 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 タバタファーム 440 ―1：41．6大差 150．9�

（15頭）
59 エイシンシラユキ 牝3芦 54 川須 栄彦�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 438 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，980，800円 複勝： 41，517，700円 枠連： 16，973，800円
馬連： 60，007，600円 馬単： 30，041，000円 ワイド： 32，008，300円
3連複： 70，473，400円 3連単： 94，698，700円 計： 378，701，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 280円 � 220円 � 240円 枠 連（6－8） 2，200円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，180円 �� 920円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 40，760円

票 数

単勝票数 差引計 329808（返還計 3579） 的中 � 23558（6番人気）
複勝票数 差引計 415177（返還計 4843） 的中 � 36732（6番人気）� 53230（3番人気）� 45728（4番人気）
枠連票数 差引計 169738（返還計 175） 的中 （6－8） 5974（11番人気）
馬連票数 差引計 600076（返還計 14343） 的中 �� 16112（13番人気）
馬単票数 差引計 300410（返還計 8378） 的中 �� 3254（27番人気）
ワイド票数 差引計 320083（返還計 10962） 的中 �� 7583（14番人気）�� 6916（15番人気）�� 9007（12番人気）
3連複票数 差引計 704734（返還計 34214） 的中 ��� 8179（21番人気）
3連単票数 差引計 946987（返還計 47662） 的中 ��� 1684（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．0―48．6―1：01．2―1：13．2―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．0
3 12，6，14（8，11）（5，3，13）15（1，4，2，7）＝10－16 4 12，6－（8，14）（3，13，11）15（1，4，2）5，7－10＝16

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2013．5．5生 牝3黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 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。
〔競走除外〕 エイシンシラユキ号は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，疾病〔左肩部挫創〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 リーチザハイツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカンイーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 リーチザハイツ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年2月24日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アグネスプレジール号・アグネスリバティ号・ヴェリタスフェスタ号・ウォーターサルーン号・カネトシブレス号・

ゴルディオン号・ストラーノ号・ダノンハナフブキ号・ディバインブレス号・ドルンベルガー号・
ファラオカズマ号・メイショウカネミツ号・メイショウレクセラ号・ライブリシュナイト号・レッドミモザ号・
ロゼリーナ号・ロードブレイド号

※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。



01091 1月24日 晴 良 （28京都1）第8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）

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

810 ゲットクローサー 牝4青鹿54 小牧 太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 504－ 41：55．7 3．3�
66 バイナリーコード 牝4栗 54 M．デムーロ �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474＋101：55．91� 3．3�
44 ピエノフィオレ 牝4黒鹿54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 448－ 21：56．43 10．9�
55 アグネスアーニャ 牝4鹿 54 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468± 01：56．61� 3．8�
33 ピサノベッテル 牝7黒鹿55 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 21：56．7� 65．8	
22 シャンタルエット 牝4鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：56．91� 20．4

11 マダムウルル 牝4黒鹿 54

52 △城戸 義政�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 458± 0 〃 アタマ 22．4�
89 メイショウサルーテ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 502± 01：57．0� 12．1�
77 バラブシュカ 牝4栗 54

53 ☆小崎 綾也大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 518± 01：57．42� 9．5
78 � ワンダーベレーザ 牝5鹿 55 水口 優也山本 信行氏 石橋 守 浦河 永田 克之 414＋ 61：59．6大差 185．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，788，300円 複勝： 34，706，200円 枠連： 12，872，600円
馬連： 66，789，200円 馬単： 38，752，700円 ワイド： 34，761，500円
3連複： 84，008，500円 3連単： 146，427，900円 計： 449，106，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 140円 � 210円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 310円 �� 630円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 7，110円

票 数

単勝票数 計 307883 的中 � 74616（1番人気）
複勝票数 計 347062 的中 � 63792（3番人気）� 75563（1番人気）� 34620（5番人気）
枠連票数 計 128726 的中 （6－8） 22079（1番人気）
馬連票数 計 667892 的中 �� 76747（1番人気）
馬単票数 計 387527 的中 �� 22311（2番人気）
ワイド票数 計 347615 的中 �� 31817（3番人気）�� 13367（9番人気）�� 14319（8番人気）
3連複票数 計 840085 的中 ��� 32364（7番人気）
3連単票数 計1464279 的中 ��� 14915（10番人気）

ハロンタイム 12．6―12．6―14．3―13．7―12．9―12．5―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．2―39．5―53．2―1：06．1―1：18．6―1：31．0―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲットクローサー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．9．13 阪神8着

2012．2．27生 牝4青鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 8戦2勝 賞金 16，500，000円
〔発走状況〕 バイナリーコード号は，枠入り不良。

01092 1月24日 晴 良 （28京都1）第8日 第8競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

67 ル イ カ ズ マ 牡5鹿 57 池添 謙一�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 490－ 21：25．9 7．3�
56 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 450± 01：26．0� 4．2�
44 ダイシンバルカン 牡4鹿 56 川田 将雅大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506± 01：26．1� 2．5�
812� ペプチドムーン 牡5栗 57 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 478＋ 41：26．2クビ 160．1�
33 � チョウエンペラー 牡5栗 57 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 474± 01：26．62� 35．8�
68 ラガーギアチェンジ 牡5青鹿57 D．マクドノー 奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 486＋121：26．81� 7．3	

（愛）

79 スリーチアサウス 牝5鹿 55
53 △義 英真永井商事
 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482± 0 〃 ハナ 30．7�

55 � メイショウトキムネ 牡5鹿 57
55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：27．01 32．4�

22 インヴォーク 牝5栗 55 菱田 裕二
アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 432± 01：28．38 26．2
811� アイファーハート 牝4黒鹿54 柴田 未崎中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B454＋ 41：28．83 286．9�
11 アイティダイヤ 牝5栗 55 酒井 学一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 武田牧場 476－141：29．33 67．0�
710 ノ ボ リ フ ジ 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B534＋ 6 〃 クビ 5．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，727，600円 複勝： 36，452，600円 枠連： 16，319，800円
馬連： 68，178，600円 馬単： 37，469，300円 ワイド： 35，377，100円
3連複： 85，580，000円 3連単： 147，550，700円 計： 454，655，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 180円 � 150円 � 120円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 620円 �� 430円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 277276 的中 � 30340（4番人気）
複勝票数 計 364526 的中 � 42314（4番人気）� 60388（3番人気）� 96977（1番人気）
枠連票数 計 163198 的中 （5－6） 14947（5番人気）
馬連票数 計 681786 的中 �� 27061（7番人気）
馬単票数 計 374693 的中 �� 6138（17番人気）
ワイド票数 計 353771 的中 �� 12838（8番人気）�� 19892（5番人気）�� 48764（1番人気）
3連複票数 計 855800 的中 ��� 53347（3番人気）
3連単票数 計1475507 的中 ��� 10171（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．4―35．5―47．6―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．3
3 4，5，8（1，10）（3，9）11，12，6－7－2 4 4（5，8）－（3，9）12，10（1，11，6）7－2
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ル イ カ ズ マ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2013．6．9 阪神2着

2011．3．6生 牡5鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 13戦2勝 賞金 23，337，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※ラガーギアチェンジ号は，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。



01093 1月24日 曇 良 （28京都1）第8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，27．1．24以降28．1．17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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

813 リターントゥジェム 牡5黒鹿55 長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 496＋ 62：26．9 19．1�
58 グランディフローラ 牝4鹿 52 松山 弘平 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 474＋162：27．11� 7．6�
69 � レイトライザー 牡6黒鹿54 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 472± 02：27．2� 90．7�
814 ダンディーズムーン 牡5鹿 56 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 22：27．3� 44．4�
46 サンライズセンス 牡4栗 55 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512＋162：27．4クビ 4．6�
712 サラトガスピリット 牡4栗 55 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 520＋ 6 〃 クビ 2．3	
11 ジューヴルエール 牡6黒鹿55 S．フォーリー �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 ハナ 5．7


（愛）

45 レッドアルティスタ 牡4鹿 54 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：27．5クビ 28．8�
34 タイキプレミアム 牡7鹿 55 小牧 太�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 480＋14 〃 アタマ 141．3
610� フジノサムライ 牡4黒鹿53 酒井 学栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 528＋ 62：27．81� 56．2�
22 アドマイヤカーリン 牡8青鹿55 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 504＋102：28．01� 19．2�
57 オリジナルスマイル �6鹿 54 D．マクドノー �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 524－ 2 〃 ハナ 80．4�

（愛）

33 � メイショウテッサイ 牡8鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 508＋ 82：28．53 44．8�
711� ラルプデュエズ 牡6黒鹿56 小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：28．6	 13．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，464，800円 複勝： 47，324，200円 枠連： 21，620，700円
馬連： 102，265，700円 馬単： 48，415，700円 ワイド： 46，185，500円
3連複： 127，579，600円 3連単： 195，071，800円 計： 624，928，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 450円 � 300円 � 1，570円 枠 連（5－8） 3，310円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 13，620円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 11，580円 �� 6，960円

3 連 複 ��� 122，830円 3 連 単 ��� 572，570円

票 数

単勝票数 計 364648 的中 � 15257（6番人気）
複勝票数 計 473242 的中 � 27918（6番人気）� 46594（4番人気）� 6984（12番人気）
枠連票数 計 216207 的中 （5－8） 5052（13番人気）
馬連票数 計1022657 的中 �� 13443（19番人気）
馬単票数 計 484157 的中 �� 2665（41番人気）
ワイド票数 計 461855 的中 �� 6675（19番人気）�� 1016（63番人気）�� 1697（51番人気）
3連複票数 計1275796 的中 ��� 779（172番人気）
3連単票数 計1950718 的中 ��� 247（835番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．1―13．3―12．5―12．2―12．6―12．4―11．8―12．0―11．6―11．9

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―24．5―36．6―49．9―1：02．4―1：14．6―1：27．2―1：39．6―1：51．4―2：03．4―2：15．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リターントゥジェム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．12．14 中山5着

2011．5．2生 牡5黒鹿 母 ティファニージェム 母母 ビューティフルジェム 17戦4勝 賞金 53，258，000円
〔制裁〕 オリジナルスマイル号の騎手D．マクドノーは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

リターントゥジェム号の騎手長岡禎仁は，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30，000円。（被害馬：12
番）

※出走取消馬 グランカマラード号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01094 1月24日 晴 良 （28京都1）第8日 第10競走 ��1，200�
やましな

山科ステークス
発走15時10分 （ダート・右）

4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

812 フォーエバーモア 牝5栗 55 S．フォーリー �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 470＋ 21：11．7 12．9�
（愛）

710 メイショウツレヅレ 牝7黒鹿55 松山 弘平松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 460＋ 81：11．8� 7．6�
33 エイシンバッケン 牡4鹿 56 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 518± 01：12．01� 2．5�
68 カリスマサンスカイ 牡8鹿 57 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B544＋ 41：12．42� 35．4�
79 キンシザイル 牡7鹿 57 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 510＋ 41：12．61� 121．4	
67 ドリームドルチェ 牡4青鹿56 菱田 裕二ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 520＋ 81：13．13 8．5

22 ジェネシスロック 牡6鹿 57 F．ヴェロン前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 61：13．2� 17．4�

（仏）

55 ジョリーアップ 牝4栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 490＋14 〃 クビ 33．9�

56 � ベストルーラー 牡5黒鹿57 M．デムーロ馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 508＋ 41：13．41� 5．1
11 クリノコマチ 牝5栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 450－ 21：14．35 54．4�
811 マジックシャトル 牡4栗 56 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 498± 01：15．910 50．1�
44 ペイシャモンシェリ 牡5鹿 57 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 480＋261：16．0	 5．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，937，600円 複勝： 56，892，700円 枠連： 24，232，900円
馬連： 135，229，700円 馬単： 61，197，400円 ワイド： 54，793，400円
3連複： 152，308，200円 3連単： 254，489，400円 計： 788，081，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 340円 � 180円 � 130円 枠 連（7－8） 3，240円

馬 連 �� 5，970円 馬 単 �� 12，990円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 730円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 45，760円

票 数

単勝票数 計 489376 的中 � 30147（6番人気）
複勝票数 計 568927 的中 � 31441（7番人気）� 77019（3番人気）� 144358（1番人気）
枠連票数 計 242329 的中 （7－8） 5788（16番人気）
馬連票数 計1352297 的中 �� 17553（21番人気）
馬単票数 計 611974 的中 �� 3532（45番人気）
ワイド票数 計 547934 的中 �� 7124（22番人気）�� 18826（7番人気）�� 43962（3番人気）
3連複票数 計1523082 的中 ��� 27817（15番人気）
3連単票数 計2544894 的中 ��� 4032（144番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーエバーモア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Pentelicus デビュー 2013．8．11 新潟1着

2011．2．6生 牝5栗 母 エターナルビート 母母 Double Wiggle 13戦4勝 賞金 93，541，000円
〔発走状況〕 ペイシャモンシェリ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジックシャトル号・ペイシャモンシェリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

2月24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。

２レース目



01095 1月24日 晴 良 （28京都1）第8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；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

22 ラ ン グ レ ー 牡5鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 21：33．8 3．4�
58 ブラックムーン 牡4鹿 56 M．デムーロ Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 504＋ 8 〃 クビ 2．7�
712 マサハヤドリーム 牡4鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474＋ 81：34．12 45．5�
46 ドラゴンストリート 牡5鹿 57 F．ヴェロン窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 480＋ 41：34．2� 5．0�

（仏）

35 � ベリーフィールズ 牝8鹿 55 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 472－ 21：34．3クビ 121．6�
23 ショウナンバーキン 牝6青 55 S．フォーリー 国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 474＋ 21：34．4� 22．8	

（愛）

713 カバーストーリー 牡5栗 57 D．マクドノー 前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 488＋ 8 〃 クビ 27．8

（愛）

814 ラインスピリット 牡5黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440＋ 81：34．5クビ 32．4�
47 ワードイズボンド 牡5青 57 義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 550＋181：34．81� 51．3�
11 タイセイアプローズ 牡4鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 474＋ 4 〃 クビ 11．8
34 ムーンエクスプレス 牝4鹿 54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 428＋ 6 〃 ハナ 13．9�
611 ロ ノ 牡7黒鹿57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 476＋ 41：35．22� 113．6�
610� メイショウインロウ 牡7栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 530－ 4 〃 ハナ 162．2�
815 ブレークビーツ 	6鹿 57 池添 謙一吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 クビ 30．5�
59 マイネルイルミナル 牡6鹿 57 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 472＋ 21：35．41
 26．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 90，179，600円 複勝： 95，926，500円 枠連： 64，284，900円 馬連： 298，481，600円 馬単： 130，408，900円
ワイド： 115，663，700円 3連複： 401，400，200円 3連単： 674，396，700円 5重勝： 632，748，400円 計： 2，503，490，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 130円 � 730円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，500円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 24，500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����� 2，119，250円

票 数

単勝票数 計 901796 的中 � 209650（2番人気）
複勝票数 計 959265 的中 � 168202（2番人気）� 246033（1番人気）� 21210（11番人気）
枠連票数 計 642849 的中 （2－5） 104135（1番人気）
馬連票数 計2984816 的中 �� 405271（1番人気）
馬単票数 計1304089 的中 �� 81638（2番人気）
ワイド票数 計1156637 的中 �� 138380（1番人気）�� 10550（29番人気）�� 14717（24番人気）
3連複票数 計4014002 的中 ��� 44156（19番人気）
3連単票数 計6743967 的中 ��� 19955（66番人気）
5重勝票数 計6327484 的中 ����� 209

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．0―11．7―11．8―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．3―47．3―59．0―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ン グ レ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．3．19生 牡5鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 17戦5勝 賞金 99，219，000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。

01096 1月24日 晴 良 （28京都1）第8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）

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

22 カネトシビバーチェ 牝5鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 448－141：25．5 10．4�
11 カ メ ッ ト 牡5栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 474＋ 4 〃 ハナ 30．8�
47 ラ デ ィ カ ル 牡4黒鹿56 M．デムーロ前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 6 〃 クビ 2．1�
46 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 川島 信二松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 544＋161：25．6� 13．5�
610 ウォーターショパン 牡5黒鹿 57

55 △城戸 義政山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 486＋ 81：25．7クビ 6．8�
59 ブルームーン 牡4鹿 56 D．マクドノー �ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 01：26．44 5．8	
（愛）

58 プラネットスコア 牡6黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 486± 01：26．61 114．1

712 ダンツクロノス �6鹿 57 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 520± 0 〃 クビ 69．7�
713 リバーソウル 牡5黒鹿57 F．ヴェロン林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：26．81� 7．7�

（仏）

611 テーオーレイチェル 牝6芦 55
53 △義 英真小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448－ 21：26．9� 78．5
23 トランザムスター �6鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B564± 01：27．64 65．0�

815	 サンマルビューティ 牝6黒鹿55 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 454－ 41：28．45 371．1�
814 クリノダイスーシー 牡4鹿 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 512＋18 〃 アタマ 122．6�
35 ダノングラシアス 牝4黒鹿54 池添 謙一�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 508－ 61：28．5� 17．2�
34 ソ ラ ニ ー 牡6黒鹿57 小牧 太井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 
川 啓一 B490－101：30．09 42．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 81，968，200円 複勝： 97，884，200円 枠連： 47，368，800円
馬連： 222，217，700円 馬単： 112，989，600円 ワイド： 107，131，800円
3連複： 278，181，200円 3連単： 524，188，800円 計： 1，471，930，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 260円 � 480円 � 130円 枠 連（1－2） 7，610円

馬 連 �� 9，960円 馬 単 �� 19，340円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 460円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 60，710円

票 数

単勝票数 計 819682 的中 � 62712（5番人気）
複勝票数 計 978842 的中 � 80211（5番人気）� 36871（8番人気）� 299492（1番人気）
枠連票数 計 473688 的中 （1－2） 4819（19番人気）
馬連票数 計2222177 的中 �� 17282（29番人気）
馬単票数 計1129896 的中 �� 4380（49番人気）
ワイド票数 計1071318 的中 �� 11751（21番人気）�� 64866（4番人気）�� 24035（13番人気）
3連複票数 計2781812 的中 ��� 36474（16番人気）
3連単票数 計5241888 的中 ��� 6259（172番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．2―12．8―12．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．2―1：00．0―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．3
3 3＝4（2，10，14）（1，11）（6，13）12，9（8，7）（15，5） 4 3＝2，10，6（4，1，14）（12，11，13，9）8，7，5，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カネトシビバーチェ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．12．21 阪神4着

2011．4．7生 牝5鹿 母 ホームウォード 母母 Halo River 16戦4勝 賞金 53，688，000円
※ウォーターショパン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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8日 1月24日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

211，460，000円
2，530，000円
8，710，000円
1，300，000円
21，560，000円
64，733，500円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
492，831，200円
649，092，100円
274，244，200円
1，221，717，900円
616，415，400円
589，592，100円
1，566，093，700円
2，596，788，200円
632，748，400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
5 重 勝
計 8，639，523，200円

総入場人員 14，769名 （有料入場人員 13，952名）



平成28年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，382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

1，869，490，000円
15，180，000円
62，230，000円
12，180，000円
199，040，000円
1，500，000円
554，502，500円
37，519，800円
13，267，200円

勝馬投票券売得金
4，456，963，500円
6，928，187，800円
2，826，278，000円
12，194，583，000円
5，903，374，300円
5，696，406，600円
16，040，502，100円
26，359，131，700円
2，948，869，300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 83，354，296，300円

総入場延人員 158，570名 （有料入場延人員 152，004名）
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