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04013 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 トゥールエッフェル 牝3芦 54 岡田 祥嗣 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 508－ 81：53．3 64．6�
611 エクロジオン 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 464－ 21：53．72� 24．7�
59 フレグラントブレス 牝3芦 54 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 1．6�
12 ゴールデンティアラ 牝3栗 54 S．フォーリー 菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 41：53．91� 164．6�

（愛）

36 アークマイニング 牝3栗 54 国分 優作門野 文典氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 488－ 21：54．11� 11．4�
714 ウエスタンビジュー 牝3鹿 54 内田 博幸西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 4 〃 ハナ 59．8	
11 ヌ ン ダ ー ウ 牝3鹿 54 小牧 太ヌンクラブ� 谷 潔 新冠 赤石 久夫 460－ 21：54．2� 73．1

612 エ ア シ ョ ウ 牝3黒鹿54 浜中 俊 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 468－ 4 〃 アタマ 13．2�
23 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：54．3クビ 139．1�
48 アナザヘヴン 牝3鹿 54 岩田 康誠 サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 450－ 21：54．51� 19．3�
713 リベリーターン 牝3鹿 54 和田 竜二バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 482－ 41：54．82 184．0�
35 ゼ ッ ト ガ ガ 牝3青鹿54 松山 弘平フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 450－ 61：55．01� 23．4�
510 エイシンイマコマチ 牝3栗 54 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 446＋101：56．27 12．0�
816 ア リ モ ニ ー 牝3栗 54 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 目野 哲也 浦河 ヒダカフアーム 472－ 21：56．41� 422．4�
815 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 438－ 61：56．5クビ 98．6�
47 アドルナメンテ 牝3鹿 54 M．デムーロ安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋121：57．13� 5．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，768，300円 複勝： 111，604，900円 枠連： 14，821，500円
馬連： 56，092，700円 馬単： 34，525，300円 ワイド： 36，154，800円
3連複： 80，861，300円 3連単： 126，528，400円 計： 486，357，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，460円 複 勝 � 920円 � 380円 � 110円 枠 連（2－6） 14，950円

馬 連 �� 51，020円 馬 単 �� 146，290円

ワ イ ド �� 9，900円 �� 1，620円 �� 820円

3 連 複 ��� 23，040円 3 連 単 ��� 422，730円

票 数

単勝票数 計 257683 的中 � 3191（10番人気）
複勝票数 計1116049 的中 � 7592（9番人気）� 20711（7番人気）� 848563（1番人気）
枠連票数 計 148215 的中 （2－6） 768（21番人気）
馬連票数 計 560927 的中 �� 852（50番人気）
馬単票数 計 345253 的中 �� 177（113番人気）
ワイド票数 計 361548 的中 �� 902（47番人気）�� 5734（17番人気）�� 11781（7番人気）
3連複票数 計 808613 的中 ��� 2632（52番人気）
3連単票数 計1265284 的中 ��� 217（577番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―37．2―50．4―1：03．3―1：15．7―1：27．8―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
・（4，6）13，3，11（8，9）（2，15）（10，16）1，5，12－14，7・（4，6）（13，11）9（3，8）2，1（10，12）15，16（5，7）14

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

勝馬の
紹 介

トゥールエッフェル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．2 札幌5着

2013．3．14生 牝3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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。

04014 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30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

816 サフランハート 牡3鹿 56 田中 健海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 426＋ 61：12．1 3．7�
11 クリノクロンボー 牡3鹿 56 小牧 太栗本 博晴氏 中村 均 日高 川島 良一 476－ 21：12．31� 12．0�
815 バトルハルトマン 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 510－ 21：12．51� 4．0�
24 ヒデサンエース 牡3栗 56 村田 一誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 B436－ 21：12．92� 104．2�
23 ベストワークス 牡3栗 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 クビ 6．1�
47 メイショウダイウン 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 482－ 81：13．11� 83．6	
510 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 472－ 6 〃 クビ 4．8

12 カネトシボヌール 牡3鹿 56 浜中 俊兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 448＋10 〃 ハナ 7．3�
35 ツイセキシャ 牡3鹿 56 佐藤 友則小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 474－ 61：13．73� 131．5�

（笠松）

36 シゲルシマカツオ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 446± 0 〃 アタマ 102．2
612 シゲルシロアマダイ 牡3芦 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 448－ 21：13．8クビ 138．6�
714 メイショウヨイチ 牡3鹿 56 下原 理松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 480－ 21：14．01� 132．5�

（兵庫）

713 ギ ャ デ ィ ス 牡3鹿 56 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 472＋ 41：14．1� 18．1�
48 タガノアクセント 牡3黒鹿56 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 浦河 富田牧場 498－ 81：14．73� 220．1�
59 イスズゴールド 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 424＋ 41：14．8� 136．1�
611 ロ カ ビ リ ー 牡3黒鹿56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532＋161：16．07 32．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，825，100円 複勝： 36，811，100円 枠連： 17，050，900円
馬連： 49，350，800円 馬単： 25，207，900円 ワイド： 28，936，200円
3連複： 70，915，600円 3連単： 87，434，600円 計： 337，532，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 280円 � 130円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 920円 �� 270円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 16，440円

票 数

単勝票数 計 218251 的中 � 46631（1番人気）
複勝票数 計 368111 的中 � 85253（1番人気）� 23308（6番人気）� 83497（2番人気）
枠連票数 計 170509 的中 （1－8） 31520（1番人気）
馬連票数 計 493508 的中 �� 14003（12番人気）
馬単票数 計 252079 的中 �� 4297（21番人気）
ワイド票数 計 289362 的中 �� 7379（13番人気）�� 31251（1番人気）�� 7492（11番人気）
3連複票数 計 709156 的中 ��� 21643（4番人気）
3連単票数 計 874346 的中 ��� 3854（43番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．3―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サフランハート �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2016．1．16 京都2着

2013．5．28生 牡3鹿 母 サフランカーネギー 母母 ヨドノサフラン 2戦1勝 賞金 7，400，000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 ノーアトゥーン号
※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。

第２回 京都競馬 第２日



04015 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00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

36 � エイシンニトロ 牡3鹿 56 武 豊�栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton
C. Jones 500± 01：52．4 3．0�

35 メイショウドスコイ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 422± 01：52．61� 19．9�
24 ジュメイラリーフ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 松田 国英 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 41：53．23	 8．7�
48 スノードルフィン 牡3黒鹿56 和田 竜二 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 490－ 2 〃 クビ 8．5�
510 ミスターウインディ 牡3黒鹿56 村田 一誠阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 500＋ 61：53．73 204．3	
816 エフハリスト 牡3青鹿56 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 466－ 4 〃 クビ 9．9�
23 リリーシューター 牡3鹿 56 荻野 琢真土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 490－ 41：53．8クビ 26．4�
713 コークスクリュー 牡3鹿 56 内田 博幸�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 61：53．9	 63．9
12 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 456± 0 〃 クビ 277．2�
47 トウショウコマンチ 牡3青鹿56 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496＋ 2 〃 ハナ 4．6�
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 456－ 21：54．43 56．6�

（笠松）

611 ストンライティング 牡3鹿 56 
島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 440± 01：54．61� 155．7�
714 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 432＋ 81：55．23	 255．9�
11 マンテンロード 牡3黒鹿56 花田 大昂小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 442－ 41：55．51� 176．1�
612� エイシンビリケン 牡3黒鹿56 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 米 Patricia L.

Moseley 524＋ 41：58．1大差 7．4�
815 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 490＋ 2 （競走中止） 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，532，300円 複勝： 50，005，400円 枠連： 17，091，200円
馬連： 59，053，500円 馬単： 28，508，800円 ワイド： 36，037，100円
3連複： 81，339，600円 3連単： 101，910，300円 計： 403，478，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 460円 � 310円 枠 連（3－3） 3，790円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 840円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 36，120円

票 数

単勝票数 計 295323 的中 � 78159（1番人気）
複勝票数 計 500054 的中 � 99894（1番人気）� 23629（8番人気）� 39074（6番人気）
枠連票数 計 170912 的中 （3－3） 3486（12番人気）
馬連票数 計 590535 的中 �� 15145（12番人気）
馬単票数 計 285088 的中 �� 4830（14番人気）
ワイド票数 計 360371 的中 �� 8056（15番人気）�� 11289（8番人気）�� 3845（30番人気）
3連複票数 計 813396 的中 ��� 7451（32番人気）
3連単票数 計1019103 的中 ��� 2045（117番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．8―12．4―12．6―12．7―12．7―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．5―48．9―1：01．5―1：14．2―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．2
1
3
6，7，13（5，8）（9，16）2（3，10，12）－1，4－11－14＝15・（6，7）（5，13）8，16（2，9）（3，10）（4，12）（1，11）14

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

勝馬の
紹 介

�エイシンニトロ �
�
父 Proud Citizen �

�
母父 El Prado デビュー 2015．12．13 阪神3着

2013．5．6生 牡3鹿 母 El Fasto 母母 Taegu 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 マジメ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 リリーシューター号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・16

番・10番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンビリケン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29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 ホッコースイセイ号
※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。

04016 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：21．7
1：21．5

重
不良

510 ヒーローメーカー 牡3黒鹿56 小牧 太林 正道氏 森田 直行 日高 シンボリ牧場 514 ―1：24．8 2．7�
23 チ カ リ ー タ 牝3芦 54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 460 ―1：25．12 4．7�
35 ショウサングランド 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 480 ―1：25．63 14．2�
714 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 54 川島 信二小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 484 ―1：25．81� 22．8�
611 ナリタマカニ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 456 ―1：26．01� 77．5�
59 ハ シ カ ミ 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 458 ―1：26．1� 184．3	
48 ピ カ デ リ ー 牝3黒鹿54 川田 将雅寺田 秀樹氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 500 ―1：26．31� 5．4

713 メイショウトヅガワ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 日高 高柳 隆男 486 ―1：26．83 34．7�
12 メイショウバラード 牝3青鹿54 小林 徹弥松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 446 ― 〃 ハナ 67．4�
47 ダイシンザーゲ 牝3黒鹿54 下原 理大八木信行氏 千田 輝彦 日高 中原牧場 502 ― 〃 アタマ 61．5

（兵庫）

11 ス ト レ ッ チ 牡3黒鹿56 村田 一誠杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 474 ―1：27．11� 109．6�
815 ソリッドボート 牡3芦 56 M．デムーロ水上 行雄氏 佐々木晶三 浦河 笠松牧場 472 ―1：27．63 5．9�
24 	 タイキバベル 牡3鹿 56 浜中 俊�大樹ファーム 石坂 正 米 Nicewonder

Stable, LLC 526 ― 〃 クビ 12．0�
816 メイショウゴッデス 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 松下 武士 新ひだか 三木田 明仁 480 ―1：27．91
 124．9�
612	 ベリースコール �3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 484 ―1：28．21
 46．2�
36 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 440 ―1：28．62� 168．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，320，500円 複勝： 31，412，700円 枠連： 13，619，800円
馬連： 47，382，000円 馬単： 25，442，300円 ワイド： 27，056，600円
3連複： 60，009，200円 3連単： 80，588，700円 計： 311，831，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 280円 枠 連（2－5） 650円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 770円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 9，650円

票 数

単勝票数 計 263205 的中 � 77547（1番人気）
複勝票数 計 314127 的中 � 81412（1番人気）� 49725（2番人気）� 20857（6番人気）
枠連票数 計 136198 的中 （2－5） 16018（1番人気）
馬連票数 計 473820 的中 �� 51529（1番人気）
馬単票数 計 254423 的中 �� 14434（2番人気）
ワイド票数 計 270566 的中 �� 21675（2番人気）�� 8684（8番人気）�� 6295（12番人気）
3連複票数 計 600092 的中 ��� 16670（5番人気）
3連単票数 計 805887 的中 ��� 6051（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．4―47．7―1：00．2―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒーローメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2013．2．18生 牡3黒鹿 母 スイートピグレット 母母 ク ロ カ ミ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エイシンピカデリー号・ジューンフォルテ号・タイセイラナキラ号・ダイメイホークス号・ダノンフェイス号・

ナディエージダ号・ペリコール号・ルールチェリッシュ号
※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。



04017 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時20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

510 ク ロ ー ク ス 牡3栗 56 M．デムーロ �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：03．5 5．2�
35 ゼンノタヂカラオ 牡3黒鹿56 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 514＋12 〃 クビ 1．8�
611 ニホンピロカーン 牡3鹿 56 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 448－ 22：03．6� 58．4�
48 ナムラムサシ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 448＋ 42：03．81� 7．5�
24 ナムラルパン 牡3鹿 56 浜中 俊奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 500＋ 62：04．11� 4．2�
47 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 2 〃 クビ 103．3


815 マイネルチャンプ 牡3黒鹿56 川島 信二 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 むかわ 上水牧場 480± 02：04．2クビ 22．5�

23 カントリーロード 牡3黒鹿56 内田 博幸三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 82：04．73 71．1�
12 オーミパドドゥ 牝3栗 54 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 440－ 62：05．01� 210．8
713 ネフェルテム 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新冠 村上 欽哉 510－ 22：05．1クビ 271．2�

36 レーヴドラージュ 牡3青 56 S．フォーリー 前田 晋二氏 中村 均 日高 浦新 徳司 518－ 62：05．31� 41．7�
（愛）

612 ウインイストワール 牝3芦 54 中井 裕二	ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 394＋ 42：05．93� 224．7�
816 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 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 B504± 02：06．21� 60．3�
59 グランサーブル 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 436＋ 62：06．62� 335．9�
714 マルモプリマ 牝3鹿 54 田中 健まるも組合 藤沢 則雄 浦河 信成牧場 474－122：06．81� 293．0�
11 アカネバローロ 牝3鹿 54 佐藤 友則ライオンレースホース	 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B472＋ 2 〃 アタマ 348．1�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，680，200円 複勝： 73，075，600円 枠連： 14，831，900円
馬連： 54，374，200円 馬単： 37，819，500円 ワイド： 32，720，900円
3連複： 78，391，700円 3連単： 140，860，000円 計： 460，754，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 110円 � 500円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，240円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 20，690円

票 数

単勝票数 計 286802 的中 � 43661（3番人気）
複勝票数 計 730756 的中 � 56515（3番人気）� 488587（1番人気）� 11034（6番人気）
枠連票数 計 148319 的中 （3－5） 30124（2番人気）
馬連票数 計 543742 的中 �� 92892（2番人気）
馬単票数 計 378195 的中 �� 25049（5番人気）
ワイド票数 計 327209 的中 �� 43784（2番人気）�� 3254（20番人気）�� 6545（10番人気）
3連複票数 計 783917 的中 ��� 13946（10番人気）
3連単票数 計1408600 的中 ��� 4935（57番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．5―13．6―12．0―12．6―13．2―12．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．1―49．7―1：01．7―1：14．3―1：27．5―1：39．9―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ー ク ス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 京都5着

2013．3．28生 牡3栗 母 プルーフオブラヴ 母母 ページプルーフ 3戦1勝 賞金 6，450，000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 フェアウェルローズ号
（非抽選馬） 1頭 コスモブランカ号
※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。

04018 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55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

66 � コクスイセン 牡3黒鹿56 武 幸四郎中辻 明氏 田中 章博 登別 ユートピア牧場 492＋ 61：51．3 26．6�
44 イーストオブザサン 牡3黒鹿56 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：51．4� 55．2�
88 スーパーライナー 牡3鹿 56 武 豊谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502＋ 81：51．5� 1．5�
77 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± 01：51．81	 33．5�
22 エ キ ド ナ 牝3青鹿54 浜中 俊�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 498＋101：52．01
 7．8�
55 メイショウマスラオ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 484＋ 21：52．21
 4．9	
33 オンザロックス 牡3鹿 56 川田 将雅稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 474＋ 21：54．3大差 17．4

11 � コパノディール 牝3黒鹿54 M．デムーロ小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 412± 01：54．61	 8．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，974，800円 複勝： 113，839，100円 枠連： 発売なし
馬連： 69，169，000円 馬単： 48，058，800円 ワイド： 37，054，400円
3連複： 78，840，600円 3連単： 210，882，200円 計： 600，818，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 490円 � 560円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 31，470円 馬 単 �� 66，870円

ワ イ ド �� 5，640円 �� 640円 �� 960円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 164，570円

票 数

単勝票数 計 429748 的中 � 12884（6番人気）
複勝票数 計1138391 的中 � 14114（7番人気）� 12052（8番人気）� 895115（1番人気）
馬連票数 計 691690 的中 �� 1703（28番人気）
馬単票数 計 480588 的中 �� 539（55番人気）
ワイド票数 計 370544 的中 �� 1594（28番人気）�� 15590（8番人気）�� 10048（10番人気）
3連複票数 計 788406 的中 ��� 6086（27番人気）
3連単票数 計2108822 的中 ��� 929（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．4―48．9―1：01．7―1：14．1―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�コクスイセン �

父 ブラックタイド �


母父 ストラヴィンスキー

2013．5．19生 牡3黒鹿 母 ピュアシンフォニー 母母 ピュアブラウン 3戦1勝 賞金 10，100，000円
地方デビュー 2015．7．21 船橋



04019 1月31日 晴 稍重 （28京都2）第2日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

46 メイショウシャチ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 464＋ 41：22．4 33．5�
712 フォールインラブ 牝3黒鹿54 浜中 俊�田 昌久氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 11．1�
69 ソルヴェイグ 牝3栗 54 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 アタマ 2．9�
813� ルグランフリソン 牡3鹿 56 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 474＋10 〃 ハナ 3．3�
33 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 434－ 21：22．5	 8．2	
57 
 エイシンキロオル 牡3青鹿56 国分 優作�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 446＋ 21：22．71� 87．6

34 ゼンノトライブ 牡3黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 442＋ 81：22．8	 48．4�
58 � サバンナロード 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 米 Michael

Sucher 546＋ 41：22．9クビ 16．0�
45 ウインオスカー 牡3鹿 56 S．フォーリー �ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 482－ 21：23．11	 16．5

（愛）

711 スナークスカイ 牡3鹿 56 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 450＋ 2 〃 同着 107．3�
814� エクスペクトパレス 牡3鹿 56 下原 理小林 量氏 小牧 毅 浦河 鵜木 唯義 504－ 41：23．2	 229．1�

（兵庫） （兵庫）

610 マイネルラック 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 472＋ 41：23．3	 5．6�
22 ファビラスヒーロー 牡3芦 56 秋山真一郎吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 488＋ 81：24．89 44．2�
11 � タカラハニー 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 むかわ 清水ファーム 400± 01：26．410 309．1�

（笠松） （笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，572，500円 複勝： 52，781，000円 枠連： 20，139，500円
馬連： 76，754，100円 馬単： 37，253，400円 ワイド： 41，550，400円
3連複： 99，067，200円 3連単： 141，895，600円 計： 502，013，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 750円 � 310円 � 130円 枠 連（4－7） 6，450円

馬 連 �� 17，660円 馬 単 �� 40，310円

ワ イ ド �� 4，080円 �� 1，660円 �� 700円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 165，120円

票 数

単勝票数 計 325725 的中 � 7772（8番人気）
複勝票数 計 527810 的中 � 12866（10番人気）� 37744（5番人気）� 150890（1番人気）
枠連票数 計 201395 的中 （4－7） 2418（16番人気）
馬連票数 計 767541 的中 �� 3367（35番人気）
馬単票数 計 372534 的中 �� 693（76番人気）
ワイド票数 計 415504 的中 �� 2515（35番人気）�� 6348（18番人気）�� 16159（6番人気）
3連複票数 計 990672 的中 ��� 5747（40番人気）
3連単票数 計1418956 的中 ��� 623（385番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．1―46．6―58．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウシャチ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．21 京都1着

2013．3．17生 牡3鹿 母 マチカネモユルコイ 母母 マチカネモユル 4戦2勝 賞金 15，300，000円
〔制裁〕 エクスペクトパレス号の騎手下原理は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

04020 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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

711 パセンジャーシップ 牝4芦 54 S．フォーリー 吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488－ 21：24．1 6．7�
（愛）

22 � カフジオリオン 牡4鹿 56 岡田 祥嗣加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 480＋ 21：24．31	 3．1�

11 � メンカウラー 
5黒鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米
Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B500＋ 41：24．4� 9．0�
33 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 504－ 4 〃 クビ 8．7�
56 ペプチドアルマ 牡4黒鹿56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 460＋ 4 〃 アタマ 3．3�
44 ダ ン カ ン 牡4鹿 56 下原 理杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 456－ 4 〃 アタマ 32．4�

（兵庫）

69 ウエスタンラムール 牡4黒鹿56 佐藤 友則西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 21：24．82� 23．0	
（笠松）

68 エミネントレコード 牡5鹿 57 内田 博幸
G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B492－ 21：25．11� 11．5�
812 サカジロビューティ 牝4鹿 54 古川 吉洋ロイヤルパーク 武田 博 日高 シンボリ牧場 440－ 21：25．52� 155．6�
45 サウザンドエース 牡5芦 57 武 幸四郎吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 544＋10 〃 ハナ 43．0
813 ダ ン シ ン グ 牝4栗 54 柴田 未崎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 488＋ 21：26．03 152．7�
57  タイキクロスビー 牡4鹿 56

53 ▲三津谷隼人�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 474－ 31：26．2� 48．6�

710 ジュリエッタ 牝4鹿 54 岩田 康誠中辻 明氏 大久保龍志 浦河 川越ファーム 454－ 21：26．83� 21．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，702，300円 複勝： 43，493，500円 枠連： 17，984，000円
馬連： 75，293，000円 馬単： 36，047，600円 ワイド： 40，710，800円
3連複： 98，323，800円 3連単： 136，839，800円 計： 478，394，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 140円 � 200円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，090円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 17，660円

票 数

単勝票数 計 297023 的中 � 34948（3番人気）
複勝票数 計 434935 的中 � 55754（3番人気）� 98458（1番人気）� 48581（4番人気）
枠連票数 計 179840 的中 （2－7） 16899（2番人気）
馬連票数 計 752930 的中 �� 54155（2番人気）
馬単票数 計 360476 的中 �� 9920（9番人気）
ワイド票数 計 407108 的中 �� 21352（4番人気）�� 9026（16番人気）�� 20422（6番人気）
3連複票数 計 983238 的中 ��� 20979（11番人気）
3連単票数 計1368398 的中 ��� 5617（50番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―12．1―12．1―11．9―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―23．1―35．2―47．3―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パセンジャーシップ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．1．24 京都3着

2012．4．22生 牝4芦 母 パナマックス 母母 マキシマムデニール 9戦2勝 賞金 18，000，000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。



04021 1月31日 晴 重 （28京都2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

お お つ

大 津 特 別
発走14時25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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 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± 01：50．0 7．2�

813 オ ル ナ 牡4鹿 56 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 514± 01：50．53 25．4�
711 オールブラッシュ 牡4黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋22 〃 クビ 14．1�
33 アドマイヤランディ 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518－ 41：50．71 10．2�
68 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 508－ 2 〃 クビ 1．8	
57 シ ュ ミ ッ ト 牡6芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 496＋ 41：51．12� 54．3

69 スズカルパン 牡7鹿 57 内田 博幸永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466－ 2 〃 クビ 72．4�
45 	 エルフショット 
6青鹿57 岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 472－ 2 〃 アタマ 181．5�
44 タイセイクルーズ 牡5栗 57 佐藤 友則田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518± 01：51．2クビ 81．0

（笠松）

56 メモリーシャルマン 牝7鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 518± 01：51．3� 26．6�
22 ティーエスクライ 牝4芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 460－ 21：51．93� 17．0�
812 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 S．フォーリー 小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 470＋ 21：52．64 111．8�

（愛）

710 エイシンナセル 牡4鹿 56 M．デムーロ�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 484± 01：52．7� 5．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，947，700円 複勝： 161，923，200円 枠連： 26，436，800円
馬連： 119，979，700円 馬単： 74，754，400円 ワイド： 60，834，300円
3連複： 156，417，600円 3連単： 316，693，400円 計： 961，987，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 460円 � 1，400円 � 980円 枠 連（1－8） 9，200円

馬 連 �� 8，330円 馬 単 �� 16，540円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 1，680円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 33，180円 3 連 単 ��� 201，750円

票 数

単勝票数 計 449477 的中 � 49282（3番人気）
複勝票数 計1619232 的中 � 99330（3番人気）� 29082（8番人気）� 42643（5番人気）
枠連票数 計 264368 的中 （1－8） 2227（20番人気）
馬連票数 計1199797 的中 �� 11160（23番人気）
馬単票数 計 747544 的中 �� 3388（38番人気）
ワイド票数 計 608343 的中 �� 7220（22番人気）�� 9426（14番人気）�� 4354（29番人気）
3連複票数 計1564176 的中 ��� 3535（69番人気）
3連単票数 計3166934 的中 ��� 1138（356番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．2―49．0―1：01．8―1：14．2―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジンソク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．3．21 阪神6着

2012．4．21生 牡4芦 母 マイディスカバリー 母母 マイグリーン 8戦3勝 賞金 35，604，000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。

04022 1月31日 晴 稍重 （28京都2）第2日 第10競走 ��
��2，400�

しょうらい

松籟ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，27．1．31以降28．1．24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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

22 モンドインテロ 牡4鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：27．0 2．0�
11 ペンタトニック 牡5栗 55 浜中 俊吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B496＋162：27．21� 3．9�
44 ウインアルザス 牡6鹿 56 川田 将雅�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 504＋ 22：27．3� 5．0�
89 ラブラバード 牡6芦 55 松山 弘平 �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 510－ 2 〃 クビ 11．7�
33 アドマイヤケルソ 牡8栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488± 02：27．4	 7．4	
77 トウカイオーロラ 牡9黒鹿53 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480＋122：27．71� 53．5

55 キンショータイム 牡6栗 50 三津谷隼人礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 502＋ 82：28．23 111．8�
66 ダノンマックイン 牡8黒鹿54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 アタマ 27．0�
88 マイネルアイザック 牡7黒鹿55 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B472＋ 42：28．62	 36．6

（愛）

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，981，300円 複勝： 58，961，700円 枠連： 21，621，100円
馬連： 115，869，900円 馬単： 69，687，000円 ワイド： 53，108，700円
3連複： 142，115，700円 3連単： 341，900，600円 計： 854，246，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－2） 440円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，630円

票 数

単勝票数 計 509813 的中 � 199741（1番人気）
複勝票数 計 589617 的中 � 215524（1番人気）� 105239（2番人気）� 83326（3番人気）
枠連票数 計 216211 的中 （1－2） 37297（1番人気）
馬連票数 計1158699 的中 �� 215286（1番人気）
馬単票数 計 696870 的中 �� 80238（1番人気）
ワイド票数 計 531087 的中 �� 90461（1番人気）�� 66202（2番人気）�� 37121（4番人気）
3連複票数 計1421157 的中 ��� 187703（1番人気）
3連単票数 計3419006 的中 ��� 151438（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．0―13．4―12．8―12．5―12．4―12．2―11．9―11．3―12．0―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�
12．7―24．6―36．6―50．0―1：02．8―1：15．3―1：27．7―1：39．9―1：51．8―2：03．1―2：15．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンドインテロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．2．2生 牡4鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 7戦4勝 賞金 53，928，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 モビール号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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。

１レース目



04023 1月31日 晴 稍重 （28京都2）第2日 第11競走 ��
��1，200�第21回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，27．1．31以降28．1．24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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 ダンスディレクター 牡6鹿 57 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444± 01：07．9 4．4�
48 ローレルベローチェ 牡5栗 56 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 508＋ 41：08．11� 11．9�
47 ワキノブレイブ 牡6青鹿55 小牧 太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 492－ 61：08．41� 90．9�
36 セカンドテーブル 牡4栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 470＋ 2 〃 ハナ 68．3�
816 ビッグアーサー 牡5鹿 57 M．デムーロ中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 524＋ 21：08．5� 2．1�
35 サトノルパン 牡5黒鹿57．5 和田 竜二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 452± 0 〃 クビ 8．2	
59 	 ヒルノデイバロー 牡5黒鹿54 岩田 康誠�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B520＋ 21：08．6� 23．1

24 ヤマニンプチガトー 牝7栗 51 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 492＋ 21：08．7クビ 95．2�
815 ネ ロ 牡5栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 476＋ 61：08．8� 7．9�
23 
 リトルゲルダ 牝7芦 54 松山 弘平栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 504＋ 4 〃 クビ 43．8
611 アースソニック 牡7鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 498＋ 41：08．9クビ 16．5�
12 メイショウツガル 牡8鹿 53 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 470－ 21：09．0� 335．5�
612 ヤサカオディール 牝7黒鹿51 小崎 綾也志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 460＋ 6 〃 ハナ 297．7�
713 ニ ン ジ ャ 牡7鹿 53 古川 吉洋ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 476± 01：09．21� 121．2�
714 セイコーライコウ 牡9鹿 56 秋山真一郎竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 490－ 21：09．41� 159．6�
510 アクティブミノル 牡4黒鹿56 武 豊吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484－ 41：09．82� 23．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 210，679，300円 複勝： 267，553，400円 枠連： 141，498，500円
馬連： 664，556，700円 馬単： 320，006，400円 ワイド： 297，888，100円
3連複： 1，077，688，700円 3連単： 1，928，362，100円 計： 4，908，233，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 430円 � 1，230円 枠 連（1－4） 2，210円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 990円 �� 3，000円 �� 7，950円

3 連 複 ��� 46，300円 3 連 単 ��� 161，190円

票 数

単勝票数 計2106793 的中 � 374734（2番人気）
複勝票数 計2675534 的中 � 446325（2番人気）� 154236（6番人気）� 46761（11番人気）
枠連票数 計1414985 的中 （1－4） 49412（8番人気）
馬連票数 計6645567 的中 �� 211025（9番人気）
馬単票数 計3200064 的中 �� 55842（17番人気）
ワイド票数 計2978881 的中 �� 80784（9番人気）�� 25245（28番人気）�� 9392（53番人気）
3連複票数 計10776887 的中 ��� 17454（104番人気）
3連単票数 計19283621 的中 ��� 8673（393番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―10．8―11．1―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―33．7―44．8―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．2
3 8－6，10，15（1，7）（5，14）（3，16）（4，11）（2，13）12－9 4 8－6（1，10，15）7（3，5，14）16，4（11，13）2，12，9

勝馬の
紹 介

ダンスディレクター �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神1着

2010．3．20生 牡6鹿 母 マザーリーフ 母母 スカラシップ 16戦6勝 賞金 165，998，000円

04024 1月31日 晴 稍重 （28京都2）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

58 ベステンダンク 牡4栗 56 川田 将雅市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 498＋ 21：22．6 1．7�

712 カピオラニパレス 牡8芦 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 532－ 21：22．81� 10．1�
11 	 ウイングパラダイス 牝5鹿 55 S．フォーリー 池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 470± 0 〃 クビ 50．9�

（愛）

34 アグネスハビット 牡7黒鹿 57
56 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 470± 01：23．01 9．4�

45 ネオヴィクトリア 牝6黒鹿55 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464＋121：23．1� 24．3�
813
 イ ッ テ ツ 牡4鹿 56 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 482＋ 8 〃 クビ 8．3	
57 ブレイクアウト 牡5青鹿57 古川 吉洋安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484－ 41：23．2クビ 41．7

814 ヤマニンマンドール 牡4黒鹿56 M．デムーロ土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470＋201：23．41� 11．7�
711 ノーブルコロネット 牝6鹿 55 内田 博幸�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494－ 61：23．5� 16．4�
22 アドマイヤビジン 牝5芦 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 21：23．71� 16．5
69 ラスカルトップ 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458＋ 81：24．01� 171．1�
33 メイショウゲンブ 牡7鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 484－ 4 〃 クビ 122．7�
46 ステイウェル 牡6黒鹿57 佐藤 友則 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 490－ 21：24．53 86．6�
（笠松）

610 ダノングラシアス 牝4黒鹿54 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B510＋ 21：25．56 37．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 65，471，700円 複勝： 92，415，500円 枠連： 45，550，200円
馬連： 175，979，800円 馬単： 91，684，300円 ワイド： 85，770，300円
3連複： 219，209，400円 3連単： 414，863，000円 計： 1，190，944，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 550円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，380円 �� 5，620円

3 連 複 ��� 10，810円 3 連 単 ��� 30，270円

票 数

単勝票数 計 654717 的中 � 305288（1番人気）
複勝票数 計 924155 的中 � 364966（1番人気）� 107433（2番人気）� 23832（10番人気）
枠連票数 計 455502 的中 （5－7） 92912（1番人気）
馬連票数 計1759798 的中 �� 218050（1番人気）
馬単票数 計 916843 的中 �� 84508（1番人気）
ワイド票数 計 857703 的中 �� 90507（1番人気）�� 14782（14番人気）�� 3490（53番人気）
3連複票数 計2192094 的中 ��� 15203（32番人気）
3連単票数 計4148630 的中 ��� 9935（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．2―48．0―59．4―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベステンダンク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．9．21 阪神9着

2012．3．4生 牡4栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 14戦3勝 賞金 45，086，000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。

４レース目



（28京都2）第2日 1月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

249，060，000円
2，530，000円
7，180，000円
1，540，000円
27，630，000円
67，739，500円
4，614，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
609，456，000円
1，093，877，100円
350，645，400円
1，563，855，400円
828，995，700円
777，822，600円
2，243，180，400円
4，028，758，700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 11，496，591，300円

総入場人員 20，066名 （有料入場人員 19，121名）
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