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01037 1月11日 曇 稍重 （27京都1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 ヨウライフク 牡3栗 56 幸 英明小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 484－ 61：12．9 2．7�
815 ハクサンフレンチ 牡3鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 492± 0 〃 クビ 4．4�
36 ワンラヴワンハート 牡3青鹿56 福永 祐一山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 41：13．32� 3．3�
713 セイユニコーン 牡3芦 56 戸崎 圭太金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 462＋ 21：13．61� 10．9�
611 ダイシンバルカン 牡3鹿 56 松田 大作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 21：13．7� 40．2�
48 ブライアンキング 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 462－ 81：14．12� 64．5�
59 オートチャーチル 牡3鹿 56 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 新ひだか 小倉 光博 460± 01：14．42 101．2	
24 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 国分 恭介山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 496＋ 61：14．61 35．5

47 メイショウヒコザ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496± 0 〃 ハナ 186．3�
510 テイエムマンキチ 牡3芦 56 国分 優作竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 松田牧場 440＋ 81：14．7� 47．7�
714 ラガーキリンオー 牡3鹿 56 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 新冠 競優牧場 444＋10 〃 ハナ 41．6
612 ウインドファースト 牡3黒鹿 56

54 △小崎 綾也福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 522＋ 61：14．91� 66．4�
23 カシノマッハ 牡3栗 56 川島 信二柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 472－ 81：15．11 358．1�
12 シゲルワッショイ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 456± 01：15．41� 274．9�
35 カネトシバリアント 牡3栗 56

53 ▲義 英真兼松 利男氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 476＋ 21：15．5� 12．2�
816 ティーエスカクタス 牡3栗 56

54 △松若 風馬田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 468＋ 21：16．03 25．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，395，800円 複勝： 43，392，000円 枠連： 18，937，500円
馬連： 68，077，100円 馬単： 39，257，400円 ワイド： 38，349，600円
3連複： 96，409，900円 3連単： 137，200，500円 計： 469，019，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 270円 �� 210円 �� 330円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 273958 的中 � 78711（1番人気）
複勝票数 計 433920 的中 � 109404（1番人気）� 71287（3番人気）� 97506（2番人気）
枠連票数 計 189375 的中 （1－8） 26973（3番人気）
馬連票数 計 680771 的中 �� 78544（2番人気）
馬単票数 計 392574 的中 �� 23564（3番人気）
ワイド票数 計 383496 的中 �� 36303（2番人気）�� 49299（1番人気）�� 27334（3番人気）
3連複票数 計 964099 的中 ��� 100511（1番人気）
3連単票数 計1372005 的中 ��� 25374（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―12．2―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．1―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨウライフク �
�
父 デュランダル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．12．20 阪神2着

2012．4．14生 牡3栗 母 ヘッドミストレス 母母 サザンウッド 2戦1勝 賞金 7，800，000円

01038 1月11日 曇 稍重 （27京都1）第4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

813 レッドルグラン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 512＋ 41：54．9 3．3�
34 ハッピーシェフ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 498＋ 41：55．53� 2．7�
814 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 456＋ 41：55．6� 163．4�
11 ナムラパッキャオ 牡3鹿 56 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 532＋ 21：55．91� 9．1�
610 ワンダープレジール 牡3黒鹿56 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 436＋ 21：56．43 43．9	
712 アイファーマグオー 牡3栗 56

54 △松若 風馬中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 500－ 41：56．71� 156．8

45 アルボルデヴィダ 牝3鹿 54 川島 信二泉 一郎氏 飯田 祐史 浦河 高野牧場 B474－ 6 〃 ハナ 182．9�
22 チャップリン 牡3黒鹿 56

54 △小崎 綾也髙瀬 真尚氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 478＋181：57．12� 14．8�
58 サンフェニックス 牡3栗 56 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 482＋ 81：57．84 8．8
33 タケルクラウン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政森 保彦氏 坂口 正則 浦河 中村 雅明 438－ 61：57．9� 181．9�
57 サンデージーク 牝3芦 54

52 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 21：58．0� 63．4�
711 ソウルヴァルキリー 牝3鹿 54 和田 竜二髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 466＋ 2 〃 クビ 4．6�
46 ジャイアントケンタ 牡3鹿 56 太宰 啓介森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 476＋ 81：59．27 229．7�
69 ノーブルヴィサージ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 436－121：59．41
 53．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，708，100円 複勝： 41，876，700円 枠連： 13，493，100円
馬連： 60，059，600円 馬単： 37，511，100円 ワイド： 32，645，500円
3連複： 78，696，700円 3連単： 126，187，300円 計： 417，178，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 130円 � 1，550円 枠 連（3－8） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 260円 �� 4，770円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 14，280円 3 連 単 ��� 52，820円

票 数

単勝票数 計 267081 的中 � 63890（2番人気）
複勝票数 計 418767 的中 � 69500（3番人気）� 111830（1番人気）� 4228（10番人気）
枠連票数 計 134931 的中 （3－8） 19400（2番人気）
馬連票数 計 600596 的中 �� 85160（1番人気）
馬単票数 計 375111 的中 �� 25393（3番人気）
ワイド票数 計 326455 的中 �� 39295（2番人気）�� 1558（33番人気）�� 2225（27番人気）
3連複票数 計 786967 的中 ��� 4132（38番人気）
3連単票数 計1261873 的中 ��� 1732（142番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．7―13．9―12．9―13．0―13．2―13．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．9―49．8―1：02．7―1：15．7―1：28．9―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドルグラン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．12．21 阪神7着

2012．1．24生 牡3鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 2戦1勝 賞金 5，000，000円

第１回 京都競馬 第４日



01039 1月11日 曇 稍重 （27京都1）第4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

714 エイシンカーニバル 牡3栗 56 C．デムーロ�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464± 01：26．4 1．4�
（仏）

713 シルバーソード 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 21：26．72 44．3�

611 スマートレジェンド 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 480± 01：27．44 10．3�

12 ナムラヒューマン 牡3芦 56 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 476＋ 4 〃 ハナ 21．7�
24 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 416－ 81：27．61� 323．8�
11 サンウィノナ 牝3鹿 54 幸 英明加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 442－ 4 〃 クビ 11．8	
612 キングヴァラール 牡3黒鹿56 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 494－ 21：27．81� 15．5

35 ワンダーユナニーム 牡3鹿 56 和田 竜二山本 信行氏 中竹 和也 新ひだか 米田牧場 454－ 61：28．22� 201．1�
510 レンズフルパワー 牡3鹿 56 小坂 忠士田畑 富子氏 境 直行 浦河 宮内牧場 498－ 2 〃 アタマ 7．4�
23 セイセイセイ 牡3鹿 56 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 434－ 61：28．3� 200．2
48 ワキノハガクレ 牡3黒鹿56 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 420＋ 21：28．4クビ 62．6�
59 トウカイルンバ 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 446－ 2 〃 クビ 85．3�
36 スズカレグルス 牡3栗 56 竹之下智昭永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 456－ 21：28．72 129．3�
47 ノ ム ベ サ 牡3鹿 56 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 新冠 中地 康弘 480－101：28．8クビ 52．6�
816 ヴィヴィッドモズ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 北側 雅司氏 森 秀行 浦河 村下 明博 438＋ 21：28．9� 33．9�

（伊）

815 ジャーマテーラ 牡3芦 56
54 △小崎 綾也本間 茂氏 	島 一歩 新ひだか 森 政巳 468＋ 21：29．96 28．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，294，500円 複勝： 142，332，800円 枠連： 22，851，500円
馬連： 70，184，800円 馬単： 54，885，600円 ワイド： 44，113，200円
3連複： 99，253，800円 3連単： 180，358，900円 計： 649，275，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 590円 � 220円 枠 連（7－7） 2，610円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 370円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 21，150円

票 数

単勝票数 計 352945 的中 � 188845（1番人気）
複勝票数 計1423328 的中 � 1058560（1番人気）� 15143（9番人気）� 54975（4番人気）
枠連票数 計 228515 的中 （7－7） 6785（9番人気）
馬連票数 計 701848 的中 �� 22235（8番人気）
馬単票数 計 548856 的中 �� 12217（11番人気）
ワイド票数 計 441132 的中 �� 10761（10番人気）�� 33754（3番人気）�� 2832（33番人気）
3連複票数 計 992538 的中 ��� 11957（21番人気）
3連単票数 計1803589 的中 ��� 6182（67番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．6―13．2―12．7―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―24．1―36．7―49．9―1：02．6―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンカーニバル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．7．26 中京7着

2012．2．14生 牡3栗 母 エーシンアマゾーン 母母 ワイオミングガール 3戦1勝 賞金 7，000，000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 スリーキンシャサ号
※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。

01040 1月11日 晴 稍重 （27京都1）第4日 第4競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走11時40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

33 ヨヨギマック 牡4栗 56 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 514± 01：59．6 2．5�
22 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 500＋ 41：59．7� 3．1�
11 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 492＋ 21：59．8� 7．9�
44 ナムララオウ 牡5栗 57

55 △松若 風馬奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 512＋ 21：59．9� 23．6�
57 リ ノ リ オ 牡4黒鹿56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 502＋ 2 〃 ハナ 4．4	
56 インテグラード 牡4青鹿56 藤岡 佑介�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 アタマ 75．9

68 � デルマコテツ 牡4栗 56 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 442± 02：00．43 229．4�
812 クールジョーカー 牡4黒鹿 56

54 △小崎 綾也小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 446－ 22：01．03� 66．3�
710� レーザービーム 牡5栗 57 藤懸 貴志畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 折手牧場 464± 02：01．74 291．2
45 ナッハフォルガー 	4青鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 466＋ 12：01．91
 20．4�
711 ヤマノボンバー 牡4芦 56 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 440± 02：02．32� 168．1�
69 � キ ン コ バ ン 牡4栗 56

54 △岩崎 翼熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 488－ 42：02．93� 21．8�
813 サウンドバスター 牡7鹿 57

54 ▲義 英真増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 504＋ 42：03．11 125．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，799，000円 複勝： 40，576，100円 枠連： 16，376，200円
馬連： 65，332，800円 馬単： 41，089，400円 ワイド： 37，632，600円
3連複： 95，512，600円 3連単： 168，551，200円 計： 493，869，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（2－3） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 160円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 287990 的中 � 91856（1番人気）
複勝票数 計 405761 的中 � 133796（1番人気）� 70879（2番人気）� 53491（4番人気）
枠連票数 計 163762 的中 （2－3） 37933（1番人気）
馬連票数 計 653328 的中 �� 148179（1番人気）
馬単票数 計 410894 的中 �� 48247（1番人気）
ワイド票数 計 376326 的中 �� 76554（1番人気）�� 31338（3番人気）�� 23552（5番人気）
3連複票数 計 955126 的中 ��� 120246（2番人気）
3連単票数 計1685512 的中 ��� 62443（2番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．8―13．4―13．1―13．0―12．6―12．5―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．0―43．4―56．5―1：09．5―1：22．1―1：34．6―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨヨギマック �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2014．2．23 京都13着

2011．2．28生 牡4栗 母 ザペキンハート 母母 コマンディンレイ 13戦2勝 賞金 26，619，000円
※サウンドバスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01041 1月11日 晴 良 （27京都1）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

612 ラ ク ア ミ 牝3栗 54 幸 英明西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452－ 61：35．4 9．4�
12 レッドメアラス 牝3芦 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 462± 0 〃 クビ 6．8�
35 ミッキーカーニバル 牝3鹿 54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 474－ 41：35．6� 9．9�
713 デビュタント 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 448－ 6 〃 ハナ 3．4�
36 エイシンアルファー 牝3青鹿54 浜中 俊�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 418＋101：35．7� 41．0�
611 グランディフローラ 牝3鹿 54 川田 将雅 	社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 4．6

714 ソ ラ ー ナ 牝3鹿 54

52 △松若 風馬水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 426＋ 41：36．12� 62．2�
47 チェリーシェイディ 牝3栗 54 福永 祐一戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 6．4�
510 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 秋山真一郎万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 480＋141：36．2� 15．4
59 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 太宰 啓介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 436± 01：36．3� 42．2�
11 カネトシスキーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 428－ 21：36．4クビ 29．6�
48 ル フ ナ 牝3鹿 54 藤岡 康太 	キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 420－ 21：37．03� 30．9�
816 アプリコットベリー 牝3青鹿 54

52 △小崎 綾也 	キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 384－ 61：37．1� 33．9�

23 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＋221：37．63 416．6�
24 ラブオリーブ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 北星村田牧場 400－14 〃 クビ 466．3�
815 エスペランサルル 牝3栗 54 松山 弘平江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 424－141：37．81� 264．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，078，600円 複勝： 61，722，500円 枠連： 25，800，200円
馬連： 85，064，400円 馬単： 43，253，600円 ワイド： 49，684，200円
3連複： 114，283，100円 3連単： 151，752，600円 計： 568，639，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 260円 � 280円 枠 連（1－6） 930円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 7，610円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，590円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 72，860円

票 数

単勝票数 計 370786 的中 � 31487（5番人気）
複勝票数 計 617225 的中 � 55608（6番人気）� 62660（4番人気）� 57768（5番人気）
枠連票数 計 258002 的中 （1－6） 21369（3番人気）
馬連票数 計 850644 的中 �� 16955（13番人気）
馬単票数 計 432536 的中 �� 4259（30番人気）
ワイド票数 計 496842 的中 �� 8826（16番人気）�� 8023（17番人気）�� 8936（15番人気）
3連複票数 計1142831 的中 ��� 6902（37番人気）
3連単票数 計1517526 的中 ��� 1510（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．8―48．2―59．8―1：11．6―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．6
3 10－13，6（9，15）（1，11，14，16）（4，8，12）2（7，5）3 4 10－（6，13）9（1，15，14）（2，11，12）（4，8，16）（7，5）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ク ア ミ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．9．13 阪神2着

2012．1．30生 牝3栗 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 マジックスプーン号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ソラーナ号の騎手松若風馬は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：11番）

レッドメアラス号の騎手岩田康誠は，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：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シゲルシチフクジン号・スナークエンジェル号・ナンシー号・ブルローネ号

01042 1月11日 晴 良 （27京都1）第4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

44 キ ロ ハ ナ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450 ―1：54．9 1．5�

11 ナリタゴールド 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 440 ―1：55．0� 6．2�
88 パエリダエーザ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410 ― 〃 クビ 13．7�
77 	 ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 C．デムーロ 山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten

Foals, LLC 508 ―1：55．42
 4．6�
（仏）

55 タガノビヨンド 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466 ―1：55．5
 35．3�

22 コスモブラッドレー 牡3黒鹿56 幸 英明 	ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 浦河小林牧場 476 ―1：55．6� 19．8

89 スカイパッション 牝3栗 54 藤懸 貴志小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 464 ―1：55．92 97．7�
33 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 ―1：56．21� 86．8�
66 スギノグラース 牝3鹿 54 秋山真一郎杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 454 ―1：58．2大差 28．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，634，600円 複勝： 116，744，900円 枠連： 11，515，600円
馬連： 57，415，400円 馬単： 52，985，300円 ワイド： 33，249，200円
3連複： 75，229，500円 3連単： 232，019，300円 計： 618，793，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（1－4） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 260円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 2，560円

票 数

単勝票数 計 396346 的中 � 211314（1番人気）
複勝票数 計1167449 的中 � 894963（1番人気）� 65240（3番人気）� 36739（4番人気）
枠連票数 計 115156 的中 （1－4） 21401（2番人気）
馬連票数 計 574154 的中 �� 101966（2番人気）
馬単票数 計 529853 的中 �� 74262（2番人気）
ワイド票数 計 332492 的中 �� 51637（2番人気）�� 32682（3番人気）�� 9780（10番人気）
3連複票数 計 752295 的中 ��� 48560（3番人気）
3連単票数 計2320193 的中 ��� 65461（5番人気）

ハロンタイム 13．5―12．9―12．8―13．5―14．1―13．5―12．4―11．2―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．4―39．2―52．7―1：06．8―1：20．3―1：32．7―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F34．6
3 8，4（5，9）7（2，1）3，6 4 ・（8，4）（5，9）（7，1）（2，3）－6

勝馬の
紹 介

キ ロ ハ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2012．5．19生 牡3鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 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。
※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。



01043 1月11日 晴 稍重 （27京都1）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

711 サンライズワールド �5栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456＋161：53．8 6．5�
69 タニノマンボ 牡5鹿 57

55 △小崎 綾也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 476－ 21：54．01	 12．4�
712 ディライトフル 牡4鹿 56 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 4 〃 クビ 5．1�
33 キングスクルーザー 牡5鹿 57 藤懸 貴志 �シルクレーシング 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478＋ 41：54．53 37．5�
813 ラルゴスパーダ �5鹿 57 松山 弘平 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 484＋14 〃 クビ 185．8	
11 
 プレスアテンション 牡4栗 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520－ 11：54．71	 4．5

45 ア チ ー ヴ 牡5黒鹿57 藤岡 康太前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 474＋ 41：54．91 16．7�
814
 モズノハナミチ 牡4鹿 56 藤岡 佑介北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 476－ 41：55．0� 156．6�
34 
 マイアミムーン �5黒鹿57 C．デムーロ 吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 450± 01：55．1� 26．3

（仏）

57 アラートミノル 牡4鹿 56 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 21：55．31	 43．1�
58 サウザンドエース 牡4芦 56 幸 英明吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 532＋ 2 〃 クビ 28．3�
46 
 デンコウウンリュウ 牡5鹿 57

54 ▲義 英真田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 532＋ 21：55．4� 22．8�
610 サダムロードショー 牡5鹿 57 戸崎 圭太大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：55．71� 3．2�
22 アドマイヤアース 牡4栗 56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 21：56．76 18．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，269，300円 複勝： 50，406，600円 枠連： 25，657，000円
馬連： 92，586，900円 馬単： 48，314，500円 ワイド： 48，557，300円
3連複： 117，891，700円 3連単： 165，426，800円 計： 585，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 300円 � 230円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 930円 �� 780円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 39，100円

票 数

単勝票数 計 362693 的中 � 44341（4番人気）
複勝票数 計 504066 的中 � 66857（3番人気）� 39817（5番人気）� 58663（4番人気）
枠連票数 計 256570 的中 （6－7） 44372（1番人気）
馬連票数 計 925869 的中 �� 21217（12番人気）
馬単票数 計 483145 的中 �� 5559（23番人気）
ワイド票数 計 485573 的中 �� 13317（8番人気）�� 16294（6番人気）�� 11576（10番人気）
3連複票数 計1178917 的中 ��� 15475（14番人気）
3連単票数 計1654268 的中 ��� 3067（100番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―13．5―13．2―12．7―12．8―12．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―38．2―51．4―1：04．1―1：16．9―1：29．4―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズワールド �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．1．27 京都8着

2010．3．23生 �5栗 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール 17戦3勝 賞金 32，970，000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。

01044 1月11日 晴 稍重 （27京都1）第4日 第8競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

46 � エイシンラナウェー 牡4栗 56 幸 英明�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 486± 01：12．0 1．6�

57 � ストームジャガー 牡5鹿 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 494－ 21：12．21	 14．0�

711 ギャラクシーエクス 牡4黒鹿 56
54 △松若 風馬 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472－ 21：12．62	 6．1�

610 ケイリンボス 牡4栗 56 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 528－ 21：12．81 7．3�
34 
 スリーエスペラント 牡5栗 57

55 △小崎 綾也永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 504－ 21：13．01 31．3	
11 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 54

53 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B466－ 8 〃 ハナ 88．1

58 ナムラアッパー 牡4鹿 56

54 △岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 428－ 41：13．21� 67．3�
33 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57 戸崎 圭太亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 462＋101：13．3	 20．2�
45 � レアヴェントゥーレ 牡5芦 57 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 526± 01：13．4	 25．4
813 ロードメビウス 牡4鹿 56 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 494－ 41：13．5	 171．4�
22 キョウワランサー 牡4栗 56 C．デムーロ�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 476－ 21：14．24 8．7�

（仏）

814 アーネストミノル 牡4鹿 56 藤岡 佑介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋181：14．52 214．0�
69 
 スズカノジェリコ 牝5鹿 55 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 平取 稲原牧場 400＋ 41：15．03 354．8�
712 クラウンボースロン 牡5鹿 57 太宰 啓介矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 486＋301：15．1クビ 244．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，902，200円 複勝： 77，953，500円 枠連： 22，325，300円
馬連： 92，728，800円 馬単： 63，820，200円 ワイド： 47，363，800円
3連複： 115，120，000円 3連単： 230，219，000円 計： 690，432，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 240円 � 170円 枠 連（4－5） 690円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 250円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計 409022 的中 � 196682（1番人気）
複勝票数 計 779535 的中 � 427228（1番人気）� 38831（5番人気）� 71139（3番人気）
枠連票数 計 223253 的中 （4－5） 24729（4番人気）
馬連票数 計 927288 的中 �� 79402（4番人気）
馬単票数 計 638202 的中 �� 41070（4番人気）
ワイド票数 計 473638 的中 �� 34683（4番人気）�� 55516（2番人気）�� 11100（11番人気）
3連複票数 計1151200 的中 ��� 52287（5番人気）
3連単票数 計2302190 的中 ��� 32102（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．9―12．1―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．1―36．0―48．1―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 6（7，11）5（10，14）12（1，8，13）－4，3－（2，9） 4 6（7，11）（5，10，14）（1，8，13）12，4－（3，2）9

勝馬の
紹 介

�エイシンラナウェー �
�
父 Old Fashioned �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．5．10 京都6着

2011．1．24生 牡4栗 母 Catspaw 母母 Footing 7戦2勝 賞金 19，696，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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。



01045 1月11日 晴 良 （27京都1）第4日 第9競走 ��
��2，200�

こ は た

許 波 多 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，26．1．11以降27．1．5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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

35 エーシンハクリュー 牡5芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 508± 02：13．2 5．5�
11 � エイシンアロンジー 牡4鹿 55 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

480＋ 42：13．41� 2．8�
815 ゴールドテーラー 牝5栗 52 戸崎 圭太中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 426＋ 22：13．93 15．9�
59 ダノンマックイン 牡7黒鹿55 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488± 02：14．11� 52．0�
23 ヘミングウェイ 牡5黒鹿56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 4 〃 アタマ 3．5�
12 カ ノ ン 牝5鹿 54 義 英真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 476＋ 62：14．2クビ 45．5	
47 	 カンタベリーナイト 牡6鹿 53 酒井 学峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B504＋ 2 〃 ハナ 40．4

611 ジ ェ ラ ル ド 
6栗 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 アタマ 59．8�
48 ビップレボルシオン 牡4鹿 52 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 42：14．3� 35．9
24 サトノスーペリア 牡4黒鹿53 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 アタマ 71．9�
713 ヒロノプリンス 牡5鹿 57 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 480＋ 62：14．4� 14．0�
510 アグリッパーバイオ 牡4黒鹿55 岩田 康誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 8．5�
612 レンブラント 牡4黒鹿53 和田 竜二田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 484－ 2 〃 アタマ 91．3�
816 ラニカイツヨシ 牡6青鹿56 太宰 啓介横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 500± 02：14．61 49．9�
714 ダンディーズムーン 牡4鹿 54 幸 英明田島 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 482＋ 2 〃 ハナ 37．0�
36 ナリタパイレーツ 牡5鹿 55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 448± 02：15．98 129．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，600，000円 複勝： 83，348，600円 枠連： 34，439，200円
馬連： 162，429，100円 馬単： 80，403，300円 ワイド： 76，297，500円
3連複： 212，835，700円 3連単： 328，699，000円 計： 1，032，052，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 140円 � 400円 枠 連（1－3） 980円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，770円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 536000 的中 � 77666（3番人気）
複勝票数 計 833486 的中 � 109944（4番人気）� 190564（1番人気）� 40667（6番人気）
枠連票数 計 344392 的中 （1－3） 27182（3番人気）
馬連票数 計1624291 的中 �� 127312（2番人気）
馬単票数 計 804033 的中 �� 35964（4番人気）
ワイド票数 計 762975 的中 �� 53182（2番人気）�� 10404（17番人気）�� 17130（11番人気）
3連複票数 計2128357 的中 ��� 36792（12番人気）
3連単票数 計3286990 的中 ��� 12233（48番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．6―12．6―13．1―13．1―13．3―11．3―11．2―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―36．3―48．9―1：02．0―1：15．1―1：28．4―1：39．7―1：50．9―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F44．8―3F33．5
1
3
12，13（5，15）（2，3，11）16（1，10）（9，4）14－（6，8）－7・（12，13）（15，14）（5，8）（3，11）（2，16，10）（1，4）9，7，6

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

勝馬の
紹 介

エーシンハクリュー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．6 京都1着

2010．4．17生 牡5芦 母 エイシンビーナス 母母 ブランシユレイン 9戦3勝 賞金 34，677，000円

01046 1月11日 晴 稍重 （27京都1）第4日 第10競走 ��
��1，400�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．1．11以降27．1．5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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 ワンダーコロアール 牡6黒鹿57 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 484± 01：23．7 3．8�
48 タガノトネール �5鹿 57 福永 祐一八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋ 21：24．01	 4．3�
23 サクセスフェイト 牡6黒鹿55 藤岡 佑介髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 454－ 2 〃 ハナ 7．4�
47 タイセイシュバリエ 牡6芦 57．5 和田 竜二田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 0 〃 クビ 20．0�
816 メイショウツレヅレ 牝6黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 452－ 61：24．21
 3．0�
714 マヤノオントロジー 牡6黒鹿56 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 498＋ 2 〃 クビ 29．1�
815 オースミイージー 牡7鹿 53 高倉 稜	オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 508＋ 41：24．3クビ 267．8

713 オメガセニョリーナ 牝6鹿 52 国分 恭介原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋ 61：24．4� 12．3�
510 セ イ ラ 牝6栗 53 荻野 琢真萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 490＋ 61：24．82� 71．2�
59 エリアコンプリート 牡6栗 55 幸 英明前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 466＋ 6 〃 ハナ 24．2
36 � キョウエイバサラ 牡7芦 54 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 522＋ 41：24．9クビ 32．0�
612 ダノンハラショー 牡8栗 53 中井 裕二	ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：25．32� 114．4�
611 ク ロ タ カ 牝6黒鹿52 嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 492－ 4 〃 アタマ 178．6�
12 ブルータンザナイト 牡6青鹿54 川須 栄彦桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 546＋ 21：25．4	 281．0�
11 � インディーズゲーム 牡7鹿 55 熊沢 重文薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 474－ 41：25．61� 41．2�
24 テルミーホワイ 牡8鹿 53 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 514＋ 41：26．34 237．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，838，500円 複勝： 82，499，400円 枠連： 39，314，100円
馬連： 196，966，300円 馬単： 92，065，800円 ワイド： 81，676，900円
3連複： 256，047，300円 3連単： 402，536，000円 計： 1，205，944，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 150円 � 190円 枠 連（3－4） 600円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 280円 �� 500円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 6，930円

票 数

単勝票数 計 548385 的中 � 115045（2番人気）
複勝票数 計 824994 的中 � 145468（3番人気）� 147052（2番人気）� 102996（4番人気）
枠連票数 計 393141 的中 （3－4） 50022（2番人気）
馬連票数 計1969663 的中 �� 192853（2番人気）
馬単票数 計 920658 的中 �� 41897（5番人気）
ワイド票数 計 816769 的中 �� 82031（1番人気）�� 39544（4番人気）�� 37173（5番人気）
3連複票数 計2560473 的中 ��� 124123（2番人気）
3連単票数 計4025360 的中 ��� 42087（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．6―47．5―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーコロアール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2012．3．17 阪神9着

2009．3．27生 牡6黒鹿 母 ワンダーマドンナ 母母 アラマサブレーヴ 16戦5勝 賞金 77，340，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）21頭 アメージングタクト号・アルボナンザ号・アンリヴィールド号・オソレイユ号・オールブラックス号・

サウスビクトル号・シンキングマシーン号・スザク号・タガノミューチャン号・タマブラックホール号・
ツルオカハチマン号・ナリタシーズン号・ナリタハリケーン号・ビナスイート号・ピンウィール号・ピンポン号・
ベストルーラー号・マキャヴィティ号・マヤノクレド号・リックムファサ号・ルミナスウイング号

１レース目 ３レース目



01047 1月11日 曇 良 （27京都1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第49回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

79 グァンチャーレ 牡3青鹿56 武 豊松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 446＋121：34．8 5．0�
811 ロードフェリーチェ 牡3鹿 56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 436－ 2 〃 アタマ 18．5�
812 ナ ヴ ィ オ ン 牡3鹿 56 福永 祐一橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 460－ 2 〃 ハナ 6．9�
710	 ダッシングブレイズ 牡3栗 56 C．デムーロ グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

480± 0 〃 クビ 2．9�
（仏）

44 レンイングランド 牡3芦 56 浜中 俊田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 510－ 61：34．9クビ 8．0�
11 ノースストーム 牡3鹿 56 D．バルジュー 吉澤 克己氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 474－ 41：35．11
 14．0	

（伊）

68 ヤマニンマンドール 牡3黒鹿56 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 450－ 6 〃 クビ 12．2

56 クイーンズターフ 牝3青鹿54 川田 将雅合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 41：35．41� 9．0�
33 ダンツメガヒット �3栗 56 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 484＋161：35．5クビ 147．6�
67 メイショウマサカゼ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 498－ 61：35．6� 94．2�
22 サトノフラム 牡3黒鹿56 戸崎 圭太里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 476－ 81：36．34 9．7�
55 クインズロンペール 牡3芦 56 松山 弘平 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 502－ 41：36．51 170．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 253，149，300円 複勝： 298，446，200円 枠連： 168，459，900円 馬連： 957，493，400円 馬単： 440，361，500円
ワイド： 302，006，500円 3連複： 1，198，982，300円 3連単： 2，357，555，800円 5重勝： 634，220，100円 計： 6，610，675，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 350円 � 210円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 740円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 8，220円 3 連 単 ��� 43，840円

5 重 勝
対象競走：京都9R／中山10R／京都10R／中山11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 16，442，740円

票 数

単勝票数 計2531493 的中 � 398309（2番人気）
複勝票数 計2984462 的中 � 465499（2番人気）� 188409（9番人気）� 380759（3番人気）
枠連票数 計1684599 的中 （7－8） 294632（1番人気）
馬連票数 計9574934 的中 �� 181642（20番人気）
馬単票数 計4403615 的中 �� 52234（29番人気）
ワイド票数 計3020065 的中 �� 56463（21番人気）�� 108287（8番人気）�� 44703（28番人気）
3連複票数 計11989823 的中 ��� 109345（36番人気）
3連単票数 計23575558 的中 ��� 38980（173番人気）
5重勝票数 計6342201 的中 ����� 27

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．7―48．2―1：00．1―1：11．6―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グァンチャーレ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2014．7．26 中京5着

2012．2．27生 牡3青鹿 母 チュウオーサーヤ 母母 サンライトブルボン 6戦2勝 賞金 46，970，000円
〔発走状況〕 メイショウマサカゼ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ダンツメガヒット号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000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。

01048 1月11日 曇 稍重 （27京都1）第4日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

815 クリノアマダブラム 牝5栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 444＋ 21：25．3 40．5�
816 ミッキーアップル 牝5鹿 55

53 △松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 486－ 2 〃 クビ 4．6�
510 アドマイヤキュート 牝6黒鹿55 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 21：25．51� 31．6�
35 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－ 81：25．6� 15．6�
713 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＋ 61：25．7� 28．3�
612 ネヴァーハーツ 牝6栃栗55 幸 英明廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 468－ 21：25．8クビ 45．7�
12 ハニードント 牝4栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 454± 0 〃 ハナ 45．4	
23 ビートゴーズオン 牝4栗 54 川田 将雅 
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 462± 01：25．9� 21．0�
59 ルミナスパレード 牝4黒鹿54 岩田 康誠 
サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484－ 21：26．0	 1．7�
48 トップオブザヘヴン 牝8黒鹿 55

53 △岩崎 翼
グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 482＋ 61：26．1クビ 60．8
714
 カ ク シ ア ジ 牝4鹿 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 430± 0 〃 クビ 137．6�
36 
 ネオアレクサンドラ 牝6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 498－ 61：26．31� 126．2�
47 ハヤブサペコチャン 牝5栗 55 藤岡 佑介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460－ 61：26．4	 34．5�
24 
 エーシンルミナス 牝6鹿 55

53 △小崎 綾也�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 462－ 21：26．5� 19．5�
611 カレンコティヤール 牝4栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 464－121：26．7	 11．6�
11 タイセイクインス 牝6青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 500＋ 81：27．33� 272．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，243，500円 複勝： 111，333，000円 枠連： 57，873，700円
馬連： 223，017，000円 馬単： 128，602，400円 ワイド： 101，665，600円
3連複： 283，629，500円 3連単： 571，462，500円 計： 1，545，827，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 940円 � 220円 � 860円 枠 連（8－8） 7，580円

馬 連 �� 8，790円 馬 単 �� 22，370円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 8，070円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 51，790円 3 連 単 ��� 414，310円

票 数

単勝票数 計 682435 的中 � 13453（10番人気）
複勝票数 計1113330 的中 � 27399（10番人気）� 164853（2番人気）� 30274（9番人気）
枠連票数 計 578737 的中 （8－8） 5914（21番人気）
馬連票数 計2230170 的中 �� 19657（20番人気）
馬単票数 計1286024 的中 �� 4310（44番人気）
ワイド票数 計1016656 的中 �� 13011（19番人気）�� 3187（65番人気）�� 14328（17番人気）
3連複票数 計2836295 的中 ��� 4107（114番人気）
3連単票数 計5714625 的中 ��� 1000（704番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．6―48．1―1：00．5―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノアマダブラム �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．7．15 新潟3着

2010．4．17生 牝5栗 母 レディマハロ 母母 アイスダンシング 29戦4勝 賞金 42，310，000円
［他本会外：2戦0勝］

５レース目



（27京都1）第4日 1月11日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

246，120，000円
2，080，000円
7，830，000円
1，680，000円
22，510，000円
68，468，500円
4，676，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
701，913，400円
1，150，632，300円
457，043，300円
2，131，355，600円
1，122，550，100円
893，241，900円
2，743，892，100円
5，051，968，900円
634，220，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 14，886，817，700円

総入場人員 22，980名 （有料入場人員 20，671名）
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