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01061 1月17日 晴 重 （27京都1）第6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

79 テイエムグンカン 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 504＋ 81：52．6 12．9�
811 コパノチャーリー 牡3栗 56 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 504± 0 〃 ハナ 1．3�
44 ミッキーハピネス 牡3黒鹿56 D．バルジュー 野田みづき氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 506＋ 21：52．91� 4．7�

（伊）

11 メイショウメイザン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 470－ 41：53．11� 26．1�
22 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 488－ 21：53．42 26．4�
33 ジャイアントケンタ 牡3鹿 56 北村 友一森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 476± 01：54．57 201．7�
710 スマートゾロ 牡3黒鹿56 福永 祐一大川 徹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 472＋ 21：55．45 24．7	
55 ティーエスバラ 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 482－121：55．5クビ 54．2

812 ストロベリーボス 牡3鹿 56 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 安平 吉田牧場 486＋22 〃 クビ 231．6�
68 バトルボンネビル 牡3芦 56 藤岡 佑介宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 440－ 41：55．71� 74．8�
56 ディルフィン 牝3栗 54 丸田 恭介山口 敦広氏 鈴木 孝志 日高 正和山本牧場 426－ 2 〃 クビ 151．6
67 マイネルシアトル 牡3芦 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 448± 01：55．8クビ 25．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，647，300円 複勝： 84，003，400円 枠連： 10，176，100円
馬連： 35，397，900円 馬単： 31，129，200円 ワイド： 22，069，800円
3連複： 51，523，800円 3連単： 113，468，300円 計： 370，415，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 150円 � 100円 � 110円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 240円 �� 410円 �� 130円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 226473 的中 � 13969（3番人気）
複勝票数 計 840034 的中 � 25399（3番人気）� 683466（1番人気）� 59063（2番人気）
枠連票数 計 101761 的中 （7－8） 20119（2番人気）
馬連票数 計 353979 的中 �� 41538（2番人気）
馬単票数 計 311292 的中 �� 9897（8番人気）
ワイド票数 計 220698 的中 �� 20341（2番人気）�� 10190（6番人気）�� 56255（1番人気）
3連複票数 計 515238 的中 ��� 64280（1番人気）
3連単票数 計1134683 的中 ��� 13823（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．6―49．6―1：02．6―1：15．4―1：27．7―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムグンカン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Private Account デビュー 2014．10．18 京都4着

2012．3．19生 牡3栗 母 ケージービューティ 母母 Maplejinsky 2戦1勝 賞金 6，100，000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。

01062 1月17日 晴 重 （27京都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

57 ミキノトロンボーン 牡3鹿 56 C．デムーロ 谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 498± 01：52．8 3．3�
（仏）

46 トップディーヴォ 牡3鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 480＋ 2 〃 クビ 2．6�
610 ヴ ェ リ テ �3栗 56 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 61：53．65 23．5�
813 テイエムゴーケツ 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 524＋ 41：54．45 31．8�
22 アングルゴア 牡3黒鹿56 田中 健大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 B468± 01：54．82� 178．7�
58 ストリークライト 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 516＋ 41：55．01	 6．5	
34 
 エイシンカリバーン 牡3鹿 56 和田 竜二
栄進堂 川村 禎彦 米 Red Dog

Stables 466－ 2 〃 クビ 8．2�
814 テイエムマンキチ 牡3芦 56 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 松田牧場 430－101：55．1� 111．7�
711 トミースマイル 牡3芦 56 菱田 裕二北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 41：55．2� 32．4�
11 マイネルライヒ 牡3鹿 56 D．バルジュー 
サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 520－ 41：55．3クビ 21．4�

（伊）

33 
 ハ オ ウ 牡3鹿 56 武 豊岡田 牧雄氏 尾関 知人 愛 Scuderia
Aleali 508－ 21：57．0大差 11．6�

45 
 スティルアボーイ 牡3芦 56 北村 友一 Him Rock Racing 加用 正 愛 Mr N.
Tsurumi 468± 01：57．1クビ 94．2�

69 シゲルヒマツリ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 470－ 6 〃 クビ 33．5�
712 テイエムヤマウサギ 牝3鹿 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 日高 テイエム牧場日高支場 424＋ 21：58．16 282．0�
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売 得 金
単勝： 21，716，000円 複勝： 30，145，900円 枠連： 13，020，100円
馬連： 42，856，100円 馬単： 25，868，000円 ワイド： 24，068，300円
3連複： 56，161，100円 3連単： 82，164，300円 計： 295，999，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 140円 � 320円 枠 連（4－5） 270円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 210円 �� 860円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 10，890円

票 数

単勝票数 計 217160 的中 � 51824（2番人気）
複勝票数 計 301459 的中 � 85392（1番人気）� 61434（2番人気）� 15449（6番人気）
枠連票数 計 130201 的中 （4－5） 36815（1番人気）
馬連票数 計 428561 的中 �� 75508（1番人気）
馬単票数 計 258680 的中 �� 20113（2番人気）
ワイド票数 計 240683 的中 �� 36257（1番人気）�� 6254（9番人気）�� 6349（8番人気）
3連複票数 計 561611 的中 ��� 18067（4番人気）
3連単票数 計 821643 的中 ��� 5469（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．3―49．6―1：03．2―1：16．2―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミキノトロンボーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．12．20 中京2着

2012．5．1生 牡3鹿 母 ビツキーロイヤル 母母 ニホンピロビツキー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 マイネルライヒ号の騎手D．バルジューは，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヤマウサギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月17日まで平

地競走に出走できない。
※テイエムヤマウサギ号は，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６日



01063 1月17日 晴 重 （27京都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）

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

612 セレッソブランコ 牝3芦 54 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 天羽 禮治 458＋ 41：26．2 4．8�
48 サカジロビューティ 牝3鹿 54 岩田 康誠ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 426－ 61：26．62� 6．3�
510 ノンリケット 牝3栗 54 福永 祐一大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 418－ 41：26．92 43．9�
815 ボストンマリ 牝3黒鹿54 菱田 裕二山上 和良氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 444－ 61：27．0クビ 156．8�
35 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 武 豊安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 412－ 2 〃 クビ 10．2�
36 トウケイワイルド 牝3栗 54 池添 謙一木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 462＋ 41：27．21� 18．9�
713 デンタルキューティ 牝3青 54 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 440－ 21：27．4� 56．1	
23 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 402± 01：28．57 5．3

611 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 476＋ 41：28．82 10．9�
816 マイティーフライ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 426－ 8 〃 ハナ 18．8
12 ワーリーバード 牝3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 丸幸小林牧場 422＋ 21：29．01� 301．6�
59 エスシーアルテミス 牝3青 54 国分 恭介工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 高松牧場 462＋ 4 〃 クビ 161．4�
714 トラストニーケー 牝3鹿 54 川田 将雅菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 486－ 21：29．53 3．3�
47 パ テ ィ 牝3鹿 54 秋山真一郎薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 428－ 21：29．71 337．1�
24 ヒミノナデシコ 牝3栗 54 田中 健佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 444－101：29．8� 546．7�
11 デンコウコハク 牝3栗 54 �島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 444－ 21：30．22� 21．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，305，100円 複勝： 34，714，200円 枠連： 13，680，400円
馬連： 44，586，900円 馬単： 23，550，100円 ワイド： 26，638，200円
3連複： 61，077，500円 3連単： 78，654，600円 計： 306，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 220円 � 890円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 740円 �� 4，310円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 20，290円 3 連 単 ��� 79，530円

票 数

単勝票数 計 233051 的中 � 38696（2番人気）
複勝票数 計 347142 的中 � 54350（3番人気）� 43843（4番人気）� 7888（10番人気）
枠連票数 計 136804 的中 （4－6） 8723（6番人気）
馬連票数 計 445869 的中 �� 18565（6番人気）
馬単票数 計 235501 的中 �� 5479（10番人気）
ワイド票数 計 266382 的中 �� 9828（6番人気）�� 1541（44番人気）�� 2184（36番人気）
3連複票数 計 610775 的中 ��� 2257（76番人気）
3連単票数 計 786546 的中 ��� 717（297番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．4―47．9―1：01．2―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレッソブランコ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 タマモクロス デビュー 2015．1．5 京都5着

2012．5．1生 牝3芦 母 グランバザール 母母 マルゼンカーニバル 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔その他〕 トウケイワイルド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウケイワイルド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月17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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムヤマウサギ号

01064 1月17日 小雨 重 （27京都1）第6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）
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

58 � ノーザンバローズ 牡3鹿 56 C．デムーロ 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.
Upham 482 ―1：25．0 1．6�

（仏）

712 キタサンサジン 牡3栗 56 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 506 ―1：25．53 34．4�
34 � カルーセルフリック 牡3栗 56 D．バルジュー �シルクレーシング 中内田充正 米 Robert McDowell

& Charles DeCou 508 ―1：26．13� 6．5�
（伊）

47 ソルフェジオ 牝3鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440 ― 〃 クビ 72．6�

610 フミノミニスター 牡3鹿 56 藤岡 佑介谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 504 ―1：26．41	 19．0	
59 ケイエスミラージュ 牡3鹿 56 和田 竜二キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 502 ―1：26．61� 63．1

713 メイショウコウテン 牝3鹿 54 竹之下智昭松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 岡部牧場 448 ―1：27．55 244．4�
11 プ ロ セ ッ ラ 牡3栗 56 北村 友一首藤 徳氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 484 ― 〃 ハナ 179．9�
814� フライングニンバス 牝3鹿 54 岩田 康誠橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 506 ―1：27．71
 4．4
611 カフジテイク 牡3青鹿56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480 ―1：28．23 27．1�
23 マックスムーヴァ 牡3栗 56 武 豊田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 476 ―1：28．3� 12．7�
815 イソノプレシャス 牡3栗 56 岡田 祥嗣磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 530 ―1：28．4クビ 154．6�
35 リミットレス 牡3栗 56 菱田 裕二�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488 ―1：28．82� 314．6�
46 シゲルタウエマツリ 牡3芦 56 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 502 ―1：29．43� 138．6�
22 タマモアタック 牡3鹿 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 494 ―1：30．78 118．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，326，600円 複勝： 32，888，400円 枠連： 12，088，700円
馬連： 37，445，900円 馬単： 26，766，800円 ワイド： 20，420，300円
3連複： 45，765，000円 3連単： 76，607，800円 計： 277，309，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 430円 � 160円 枠 連（5－7） 2，660円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 910円 �� 230円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 19，070円

票 数

単勝票数 計 253266 的中 � 123566（1番人気）
複勝票数 計 328884 的中 � 162762（1番人気）� 9089（7番人気）� 36066（3番人気）
枠連票数 計 120887 的中 （5－7） 3515（9番人気）
馬連票数 計 374459 的中 �� 9574（9番人気）
馬単票数 計 267668 的中 �� 5140（12番人気）
ワイド票数 計 204203 的中 �� 5253（10番人気）�� 27033（2番人気）�� 2006（21番人気）
3連複票数 計 457650 的中 ��� 7793（13番人気）
3連単票数 計 766078 的中 ��� 2911（53番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．3―12．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．1―48．4―1：01．2―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノーザンバローズ �
�
父 Pulpit �

�
母父 Hennessy 初出走

2012．4．9生 牡3鹿 母 Word o’ Wisdom 母母 Word o’ Ransom 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



01065 1月17日 小雨 稍重 （27京都1）第6日 第5競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

36 カレンラストショー 牡3栗 56 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 436＋ 62：01．8 19．0�
612 ウェスタールンド 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468－ 22：02．01� 2．3�
11 サダムブルーハワイ 牝3鹿 54 福永 祐一大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 480＋ 42：02．1� 4．1�
48 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458＋102：02．52� 17．2�
815 アウトゼアー 牡3鹿 56 菱田 裕二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 496± 02：02．92� 44．1�
510 バイザウェイ 牡3青鹿56 岩田 康誠 Him Rock Racing 高橋 義忠 浦河 桑田フアーム 468－ 22：03．0� 4．4	
714 ウォーターイーグル 牡3黒鹿56 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 522－102：03．21	 6．7

59 パレスヘイロー 牡3黒鹿56 国分 恭介西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 460－ 22：03．41� 419．4�
12 ユウキエナージー 牝3黒鹿54 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 日高 日西牧場 460－ 22：03．61	 193．9�
23 リッチゴールド 牡3栗 56 藤岡 佑介大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 482－ 22：04．02� 103．5
24 エンパイアライン 牝3黒鹿54 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 久詞 森 笹川大晃牧場 488－ 42：04．21	 67．9�
35 エイシンアルマイト 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 512＋142：04．41� 50．3�
713 ロングロザリオ 牝3栗 54 丸田 恭介中井 敏雄氏 長浜 博之 浦河 小島牧場 388－ 22：04．5クビ 456．7�
611 ロードウォーリア 牡3鹿 56 D．バルジュー �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか 築紫 洋 462± 02：05．35 62．8�

（伊）

816 クリムゾンスカイ 牝3栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 446＋ 42：05．83 160．3�

（15頭）
47 ウソハッピャク 牡3栗 56 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，375，000円 複勝： 38，386，100円 枠連： 13，713，700円
馬連： 53，811，000円 馬単： 30，039，200円 ワイド： 30，036，000円
3連複： 68，404，700円 3連単： 101，847，100円 計： 362，612，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 280円 � 110円 � 140円 枠 連（3－6） 1，310円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 590円 �� 870円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 17，820円

票 数

単勝票数 計 263750 的中 � 11105（6番人気）
複勝票数 計 383861 的中 � 22661（6番人気）� 120583（1番人気）� 68027（2番人気）
枠連票数 計 137137 的中 （3－6） 8104（5番人気）
馬連票数 計 538110 的中 �� 22211（5番人気）
馬単票数 計 300392 的中 �� 4545（18番人気）
ワイド票数 計 300360 的中 �� 11832（7番人気）�� 7658（10番人気）�� 43039（1番人気）
3連複票数 計 684047 的中 ��� 28328（4番人気）
3連単票数 計1018471 的中 ��� 4142（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．9―48．5―1：01．2―1：14．0―1：26．5―1：38．5―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンラストショー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．9．21 阪神4着

2012．4．8生 牡3栗 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔出走取消〕 ウソハッピャク号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ロードウォーリア号は，枠入り不良。
〔調教再審査〕 ロードウォーリア号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イーストホープ号・ウイングジャパン号・ワイルドモンスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01066 1月17日 曇 重 （27京都1）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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

89 サンライズバロン 牡5鹿 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 516＋201：51．8 4．1�
66 トランザムスター 牡5鹿 57 C．デムーロ �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 B560＋ 21：52．12 2．6�
（仏）

78 ラローザブル 牡5栗 57 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B522＋181：52．2� 8．1�
55 ショウナンガッチャ 牡4栗 56 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 480－ 41：52．73 10．6�
77 ゼンノスサノヲ 牡4栗 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 492＋ 41：53．01� 20．4�
810 トウカイストリーム 牡4青鹿56 岩田 康誠内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 516－ 2 〃 クビ 7．2	
33 ダブルイーグル 牡7鹿 57 太宰 啓介田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 480＋ 61：53．31� 7．9

11 クリノダイコクテン 牡4栃栗56 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 482＋ 41：53．72� 77．5�
22 バルタザール 牡5鹿 57 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 544＋341：54．33� 25．6
（伊）

44 アカリロンドン 牡4鹿 56 菱田 裕二小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 458＋ 41：55．79 22．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，412，700円 複勝： 29，272，900円 枠連： 12，203，300円
馬連： 49，676，400円 馬単： 27，724，200円 ワイド： 23，562，700円
3連複： 56，543，400円 3連単： 102，843，100円 計： 325，238，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 130円 � 220円 枠 連（6－8） 300円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 310円 �� 640円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 234127 的中 � 44927（2番人気）
複勝票数 計 292729 的中 � 38707（3番人気）� 74436（1番人気）� 28418（6番人気）
枠連票数 計 122033 的中 （6－8） 30837（1番人気）
馬連票数 計 496764 的中 �� 62735（1番人気）
馬単票数 計 277242 的中 �� 15647（2番人気）
ワイド票数 計 235627 的中 �� 21220（1番人気）�� 8705（6番人気）�� 13147（5番人気）
3連複票数 計 565434 的中 ��� 34322（1番人気）
3連単票数 計1028431 的中 ��� 13112（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．6―38．6―51．5―1：04．2―1：16．3―1：28．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズバロン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．8 京都1着

2010．3．15生 牡5鹿 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 12戦3勝 賞金 24，700，000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。



01067 1月17日 晴 重 （27京都1）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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

712 チーフアセスメント 牡4鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋301：10．9 11．0�

（仏）

33 ミキノグランプリ 牡4栗 56 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 458－ 21：11．11� 2．3�
11 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486－101：11．42 5．7�
45 ボールドジャパン 牡4鹿 56 岩田 康誠増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 522＋ 41：11．72 7．4�
57 ロードメビウス 牡4鹿 56 D．バルジュー �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 498＋ 41：11．8クビ 63．2	

（伊）

814 テイエムチカラ 牡5栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 524＋12 〃 クビ 7．3

711 ピクニックソング 牝4鹿 54 菱田 裕二山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 446± 01：11．9� 7．3�
46 � クリノツネチャン 牝4栗 54 	島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 434＋ 21：12．21
 156．5�
813 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57 藤田 伸二亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 458－ 41：12．52 22．2
58 ファンファーレ 牝4栗 54 小林 徹弥清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B490－ 2 〃 アタマ 48．4�
34 クリノプリムラ 牝4栗 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 442－ 61：12．6� 94．8�
22 ヒ ラ リ ア ス 牝4鹿 54 岡田 祥嗣岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 460－ 4 〃 ハナ 68．4�
69 スパイスシャワー 牝4鹿 54 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B464＋ 61：12．8
 26．2�
610� ムーンフライト 牝4鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 468± 01：12．9� 87．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，857，300円 複勝： 32，559，100円 枠連： 15，826，700円
馬連： 55，215，900円 馬単： 30，458，300円 ワイド： 29，118，100円
3連複： 67，681，300円 3連単： 97，511，800円 計： 354，228，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 130円 � 160円 枠 連（3－7） 490円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，000円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 16，570円

票 数

単勝票数 計 258573 的中 � 18765（6番人気）
複勝票数 計 325591 的中 � 21555（6番人気）� 83148（1番人気）� 53762（2番人気）
枠連票数 計 158267 的中 （3－7） 24684（1番人気）
馬連票数 計 552159 的中 �� 27524（5番人気）
馬単票数 計 304583 的中 �� 5994（11番人気）
ワイド票数 計 291181 的中 �� 11109（6番人気）�� 6636（10番人気）�� 34555（1番人気）
3連複票数 計 676813 的中 ��� 23228（6番人気）
3連単票数 計 975118 的中 ��� 4266（46番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．1―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．5―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チーフアセスメント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Officer デビュー 2013．11．2 京都2着

2011．3．16生 牡4鹿 母 チーフオフィサーⅡ 母母 Guilty Pleasure 7戦2勝 賞金 15，300，000円
〔その他〕 ムーンフライト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ムーンフライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月17日まで出走できない。
※ファンファーレ号は，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。

01068 1月17日 晴 重 （27京都1）第6日 第8競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

45 スワーヴカイザー 牡4青 56 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：57．4 10．3�
710 ディアブルーダー 牡4鹿 56 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 522± 0 〃 ハナ 2．2�
812 マ ル ケ サ ス 牡6青鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 5．2�
57 プリンスダム 牡4黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：57．93 9．0�
22 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 57 四位 洋文 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 640＋ 41：58．11� 9．9	
33 カリスマサンタイム 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 514－ 2 〃 クビ 359．7

11 	 ビーチブレイブ 牡5芦 57 C．デムーロ 谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B512＋ 61：58．2
 6．6�

（仏）

56 サトノバリアント 牡4鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458＋ 81：58．41� 13．3�
69 シゲルモトナリ 牡8黒鹿57 小林 徹弥森中 蕃氏 石橋 守 新冠 松本 信行 534－ 41：58．61� 417．4
711 アーサーバローズ 牡6栗 57 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 482＋ 61：59．34 95．3�
68 	 ブライトエルフ 牝6栗 55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462± 01：59．61� 62．9�
813 ワンダフルニュース 牡4栗 56 丸田 恭介島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 488－ 21：59．81
 125．1�
44 ペガサスフォース 牡6栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋12 （競走中止） 20．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，130，600円 複勝： 51，514，300円 枠連： 17，035，000円
馬連： 74，709，000円 馬単： 36，803，500円 ワイド： 38，311，300円
3連複： 88，712，200円 3連単： 134，343，400円 計： 475，559，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 210円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 780円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 310円 �� 760円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 13，580円

票 数

単勝票数 計 341306 的中 � 26401（6番人気）
複勝票数 計 515143 的中 � 45094（4番人気）� 155191（1番人気）� 89115（2番人気）
枠連票数 計 170350 的中 （4－7） 16799（3番人気）
馬連票数 計 747090 的中 �� 47901（5番人気）
馬単票数 計 368035 的中 �� 8301（11番人気）
ワイド票数 計 383113 的中 �� 30986（2番人気）�� 10719（11番人気）�� 54405（1番人気）
3連複票数 計 887122 的中 ��� 42645（4番人気）
3連単票数 計1343434 的中 ��� 7169（40番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．9―13．3―13．2―12．4―12．2―12．2―11．7―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．3―30．2―43．5―56．7―1：09．1―1：21．3―1：33．5―1：45．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴカイザー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Point Given デビュー 2014．2．2 京都5着

2011．2．16生 牡4青 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla 10戦3勝 賞金 28，430，000円
〔発走状況〕 ペガサスフォース号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔競走中止〕 ペガサスフォース号は，発走合図後に発馬機内で膠着したため競走中止。
〔馬の出走停止〕 ペガサスフォース号は，平成27年1月18日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



01069 1月17日 晴 稍重 （27京都1）第6日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 賞
発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

77 ナリタスターワン 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 472－ 81：35．2 5．1�
33 ペガサスボス 牡3黒鹿56 C．デムーロ�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 512＋101：35．41� 6．0�

（仏）

44 ベステンダンク 牡3栗 56 D．バルジュー 市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 484± 01：35．61� 15．7�
（伊）

66 ヤマカツエース 牡3栗 56 藤田 伸二山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 494＋16 〃 クビ 18．8�
89 アイファーサンディ 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 452＋ 21：35．7クビ 9．2	
55 ヴェルステルキング 牡3鹿 56 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：35．91� 5．1

11 テイエムダンシング 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 468± 0 〃 クビ 52．1�
88 フィールドリアン 牡3黒鹿56 太宰 啓介地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 462－ 61：36．0クビ 122．2�
22 	 エイシンカラット 牝3黒鹿54 武 豊�栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership 450－ 81：36．1� 2．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 44，537，900円 複勝： 49，370，100円 枠連： 14，161，500円
馬連： 87，622，000円 馬単： 53，628，600円 ワイド： 39，509，100円
3連複： 98，472，300円 3連単： 228，939，900円 計： 616，241，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 200円 � 330円 枠 連（3－7） 2，140円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，050円 �� 920円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 33，160円

票 数

単勝票数 計 445379 的中 � 69181（3番人気）
複勝票数 計 493701 的中 � 73214（3番人気）� 67525（4番人気）� 33534（6番人気）
枠連票数 計 141615 的中 （3－7） 5111（9番人気）
馬連票数 計 876220 的中 �� 34908（8番人気）
馬単票数 計 536286 的中 �� 11592（15番人気）
ワイド票数 計 395091 的中 �� 19466（7番人気）�� 9427（16番人気）�� 10858（14番人気）
3連複票数 計 984723 的中 ��� 12164（23番人気）
3連単票数 計2289399 的中 ��� 5005（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．3―48．5―1：00．7―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスターワン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 東京1着

2012．2．24生 牡3鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 2戦2勝 賞金 17，252，000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。

01070 1月17日 晴 稍重 （27京都1）第6日 第10競走 ��
��1，800�

お う さ か や ま

� 坂 山 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，26．1．18以降27．1．12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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

812 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 54 岩田 康誠名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 454－ 41：47．9 10．8�
22 ガリバルディ 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 ハナ 1．7�
69 レッドオリヴィア 牝4鹿 52 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 438＋181：48．0クビ 8．5�
11 レッドジゼル 牝5鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 ハナ 4．6�
56 ゴットラウディー 牡7鹿 54 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 462－141：48．32 52．2	
44 レインフォール 牡6芦 55 武 豊深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 438± 0 〃 ハナ 16．0

711 フ ァ ー ゴ 牝6栗 53 丸田 恭介吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432＋16 〃 ハナ 20．7�
710� メイショウテッサイ 牡7鹿 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500± 01：48．51� 84．5�
813 シルクキングリー 牡6鹿 55 幸 英明 �シルクレーシング 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 496－ 61：48．92	 16．0
33 タツストロング 牡6栗 55 川田 将雅原 司郎氏 
島 一歩 日高 坂戸 節子 506－ 41：49．1� 33．6�
45 シルクブルックリン 牡6黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 558－ 21：49．2	 76．1�
68 メ ロ ー ト 牡7黒鹿52 北村 友一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 464＋ 61：49．41� 128．3�
57 ヤマニンガーゴイル 牡8鹿 54 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 504＋ 41：50．57 81．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，304，800円 複勝： 92，467，700円 枠連： 24，586，400円
馬連： 117，463，100円 馬単： 69，680，000円 ワイド： 49，930，400円
3連複： 134，248，700円 3連単： 274，629，700円 計： 806，310，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 190円 � 110円 � 200円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，150円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 14，990円

票 数

単勝票数 計 433048 的中 � 32074（4番人気）
複勝票数 計 924677 的中 � 60472（3番人気）� 539935（1番人気）� 58707（4番人気）
枠連票数 計 245864 的中 （2－8） 39057（2番人気）
馬連票数 計1174631 的中 �� 107514（3番人気）
馬単票数 計 696800 的中 �� 20584（9番人気）
ワイド票数 計 499304 的中 �� 39168（2番人気）�� 9846（14番人気）�� 38692（3番人気）
3連複票数 計1342487 的中 ��� 50443（6番人気）
3連単票数 計2746297 的中 ��� 13280（46番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―11．9―12．1―12．3―12．0―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．4―48．5―1：00．8―1：12．8―1：24．6―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ デ ィ ウ ス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．6 京都6着

2011．3．14生 牡4鹿 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー 13戦3勝 賞金 37，650，000円
〔制裁〕 ガリバルディ号の騎手福永祐一は，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10，000円。（被害馬：6番・12

番）



01071 1月17日 晴 重 （27京都1）第6日 第11競走 ��
��1，400�

や ま と

大和ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 キクノストーム 牡6鹿 56 国分 恭介菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500－ 41：23．3 23．2�
23 ローブデソワ 牝4栗 53 C．デムーロ �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 520＋ 2 〃 ハナ 2．9�

（仏）

816 エ ア ウ ル フ 牡8栗 57 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B494＋ 6 〃 アタマ 10．4�
713 ジョヴァンニ 牡6栗 57 藤岡 佑介 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 518＋10 〃 ハナ 5．3�
510 フリートストリート 牡6芦 58 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 81：23．4� 19．8	
714 ゴーイングパワー 牡6鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 512＋12 〃 クビ 25．7

24 	 サウンドガガ 牝6黒鹿56 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

502＋ 21：23．5� 5．2�
611 キングヒーロー 牡6黒鹿56 幸 英明伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 508＋ 8 〃 クビ 79．1�
815 シセイオウジ 牡8栗 56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 456－ 81：23．6クビ 21．7
48 ロ ン グ ロ ウ 牡8芦 56 四位 洋文吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 540－ 2 〃 ハナ 36．3�
11 キ ズ マ 牡6鹿 56 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 4 〃 アタマ 20．4�
47 ガ ン ジ ス 牡6栗 57 D．バルジュー 林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：24．13 8．9�

（伊）

36 フィールドシャイン 牡8栗 56 池添 謙一地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 クビ 116．9�
35 カフェシュプリーム 牡6鹿 56 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 518＋ 61：24．31 35．1�
59 ラインブラッド 牡9栗 57 岡田 祥嗣大澤 繁昌氏 水野 貴広 静内 シンボリ牧場 B520＋ 61：24．51� 282．4�
12 ケ ビ ン ド ゥ 牡6栗 56 菱田 裕二井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 488－ 61：27．5大差 71．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，372，600円 複勝： 99，907，100円 枠連： 74，995，200円
馬連： 273，498，900円 馬単： 120，405，800円 ワイド： 105，297，500円
3連複： 355，930，500円 3連単： 535，939，700円 計： 1，632，347，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 380円 � 150円 � 220円 枠 連（2－6） 2，100円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 13，500円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，880円 �� 510円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 106，830円

票 数

単勝票数 計 663726 的中 � 22865（9番人気）
複勝票数 計 999071 的中 � 52328（7番人気）� 225197（1番人気）� 115301（4番人気）
枠連票数 計 749952 的中 （2－6） 27601（8番人気）
馬連票数 計2734989 的中 �� 47519（16番人気）
馬単票数 計1204058 的中 �� 6686（49番人気）
ワイド票数 計1052975 的中 �� 18396（16番人気）�� 8927（34番人気）�� 56960（3番人気）
3連複票数 計3559305 的中 ��� 21890（38番人気）
3連単票数 計5359397 的中 ��� 3637（332番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．0―47．0―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー 2011．7．10 京都1着

2009．4．8生 牡6鹿 母 シ ラ ー 母母 Silicon Lady 29戦6勝 賞金 94，291，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アドマイヤサガス号・アースソニック号・グレイスフルリープ号・セイカプリコーン号・ゼロス号・

デザートオアシス号・ニシケンモノノフ号・ポアゾンブラック号・ミヤジエルビス号・メイショウノーベル号・
メイショウマシュウ号・モグモグパクパク号

※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。

01072 1月17日 晴 稍重 （27京都1）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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

24 バ ン ザ イ 牡6栗 57 菱田 裕二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 514－ 41：34．4 22．8�
611 フェイブルネージュ 牝4鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋101：34．61� 6．9�
（仏）

713 メイショウヤマホコ 牡5黒鹿57 小牧 太松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 472± 0 〃 ハナ 11．9�
12 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 56 福永 祐一石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋361：34．7	 3．7�
48 ウインレーベン 牡4青鹿56 藤田 伸二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 462＋ 41：34．8� 45．3	
47 ワイレアワヒネ 牝4栗 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 500＋ 2 〃 クビ 11．1

59 マラムデール 牝4栗 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：35．22� 19．0�
35 オベーション 牝4鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 444＋181：35．3� 20．1�
612 ラ イ ザ ン 牡4青鹿56 武 豊林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460 1：35．62 8．3
714 ブルーフラッシュ 牡4芦 56 D．バルジュー 桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 456＋ 8 〃 同着 14．4�

（伊）

23 ミッキーサクセス 牡5栗 57 岩田 康誠野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 500－ 21：35．7クビ 6．0�
510 ゴーザトップ 牡4栗 56 和田 竜二江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 492＋14 〃 クビ 31．3�
36 サンレイロッキー 牡4鹿 56 水口 優也永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 470＋ 4 〃 アタマ 104．0�
11 バ ト ル ゾ ロ 牡5鹿 57 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 532＋ 21：35．91
 50．8�
816 メイショウラバンド 牝4鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 446＋ 61：36．43 88．4�
815 ラッキーマンボ 牝5鹿 55 幸 英明 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 510± 02：29．5大差 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，285，300円 複勝： 73，428，200円 枠連： 45，074，600円
馬連： 159，197，100円 馬単： 66，801，800円 ワイド： 71，704，100円
3連複： 198，018，200円 3連単： 284，757，600円 計： 955，266，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 640円 � 260円 � 330円 枠 連（2－6） 1，060円

馬 連 �� 10，180円 馬 単 �� 23，540円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 3，820円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 37，420円 3 連 単 ��� 246，650円

票 数

単勝票数 計 562853 的中 � 19738（11番人気）
複勝票数 計 734282 的中 � 26867（11番人気）� 80202（3番人気）� 60118（4番人気）
枠連票数 計 450746 的中 （2－6） 32658（2番人気）
馬連票数 計1591971 的中 �� 12117（43番人気）
馬単票数 計 668018 的中 �� 2128（99番人気）
ワイド票数 計 717041 的中 �� 6039（42番人気）�� 4785（49番人気）�� 12293（15番人気）
3連複票数 計1980182 的中 ��� 3968（138番人気）
3連単票数 計2847576 的中 ��� 837（917番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．9―47．0―59．1―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ン ザ イ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．1．9 京都1着

2009．3．5生 牡6栗 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント 14戦3勝 賞金 26，845，000円
〔その他〕 ラッキーマンボ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ラッキーマンボ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月17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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アグネスキング号
（非抽選馬） 2頭 メジャーシップ号・ワクワクカンヲ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（27京都1）第6日 1月17日（土曜日） 晴一時雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 163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

199，900，000円
2，080，000円
6，730，000円
1，350，000円
18，160，000円
64，957，000円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
413，271，200円
648，657，400円
266，561，700円
1，031，480，200円
542，855，500円
480，665，800円
1，282，538，700円
2，111，707，300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
計 6，777，737，800円

総入場人員 11，913名 （有料入場人員 10，518名）
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