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01085 1月24日 晴 重 （27京都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）

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

23 レインボーソング 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：53．4 5．1�
713 マダムウルル 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 464－ 21：54．25 5．1�
610 ル ナ ツ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 452－ 61：54．3クビ 4．3�
35 マロンマロン 牝3栗 54

51 ▲義 英真藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 61：54．4� 16．2�

58 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 武 豊中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 430－ 61：54．5� 9．2�

59 サントノーレ 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 478－ 41：54．6クビ 17．4	
814 インペカブル 牝3栗 54

52 △岩崎 翼 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 436－ 8 〃 クビ 10．0

611 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：54．7� 150．2�
34 ポ リ ア フ 牝3鹿 54 後藤 浩輝 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494－ 61：55．02 21．4
46 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 454± 01：55．21� 6．5�
11 ク リ オ ロ 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート浜田多実雄 新ひだか 三石川上牧場 458－ 41：56．05 220．9�
22 ニホンピロアモーレ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 466± 0 〃 ハナ 189．8�
815 インシグニスブルー 牝3栗 54 北村 友一 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 448＋ 41：56．1� 12．8�
712 スギノグラース 牝3鹿 54 和田 竜二杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 456＋ 22：00．3大差 135．5�
47 コンフェッシオン 牝3栗 54 丸田 恭介 �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 （競走中止） 133．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，020，400円 複勝： 35，722，900円 枠連： 12，196，300円
馬連： 44，738，700円 馬単： 23，742，700円 ワイド： 25，904，300円
3連複： 60，652，000円 3連単： 75，589，600円 計： 299，566，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 150円 � 130円 枠 連（2－7） 1，760円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 640円 �� 510円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 12，050円

票 数

単勝票数 計 210204 的中 � 32350（3番人気）
複勝票数 計 357229 的中 � 47079（4番人気）� 58282（2番人気）� 81977（1番人気）
枠連票数 計 121963 的中 （2－7） 5352（10番人気）
馬連票数 計 447387 的中 �� 21948（5番人気）
馬単票数 計 237427 的中 �� 5620（11番人気）
ワイド票数 計 259043 的中 �� 10023（7番人気）�� 12875（3番人気）�� 17610（1番人気）
3連複票数 計 606520 的中 ��� 23177（2番人気）
3連単票数 計 755896 的中 ��� 4546（19番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．8―12．8―13．3―13．5―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．5―49．3―1：02．6―1：16．1―1：28．6―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインボーソング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．3．6生 牝3鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 コンフェッシオン号は，1コーナー手前で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ルナツー号の調教師坪憲章は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。

コンフェッシオン号の騎手丸田恭介は，1コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：4
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スギノグラース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月24日まで平地競
走に出走できない。

01086 1月24日 晴 重 （27京都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）
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

59 � シゲルエベッサン 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca
Farm 478－ 21：52．6 322．3�

36 オ ル ナ 牡3鹿 56 C．デムーロ�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490－ 21：52．91� 5．3�
（仏）

816 ワールドリースター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 41：53．0	 6．2�

815 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 554－ 61：53．1� 24．1�
12 アドマイヤリバティ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 472＋ 4 〃 クビ 2．9	
11 キングカヌヌ 牡3芦 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：53．2� 9．5

47 � サウンドクラフト 牡3鹿 56 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 468± 01：53．3	 18．7�
23 ショウナンラクティ 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 510－ 41：54．04 8．7�
611� デ ブ リ ン 牡3栗 56 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 508＋ 21：54．32 5．2
24 ウインオベロン 牡3黒鹿56 D．バルジュー �ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 462± 01：54．4	 84．0�

（伊）

714 カシノサクセス 牡3黒鹿56 藤田 伸二柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 460－ 41：54．61
 137．6�
35 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 490－ 61：54．81
 157．1�
510 ローランレーヴ 牡3芦 56 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 448± 01：54．9	 280．2�
48 � エルブダムール 牡3栗 56 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 496＋ 21：55．11 191．3�
713 サンフェニックス 牡3栗 56 蛯名 正義永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 480－ 2 （競走中止） 60．5�

（15頭）
612 ニシノアンセム 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 456＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，904，500円 複勝： 43，885，400円 枠連： 13，867，200円
馬連： 48，929，700円 馬単： 27，218，300円 ワイド： 28，740，500円
3連複： 64，088，400円 3連単： 85，782，900円 計： 337，416，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 32，230円 複 勝 � 5，630円 � 230円 � 230円 枠 連（3－5） 21，360円

馬 連 �� 54，560円 馬 単 �� 151，210円

ワ イ ド �� 14，780円 �� 18，840円 �� 950円

3 連 複 ��� 160，750円 3 連 単 ��� 1，413，460円

票 数

単勝票数 差引計 249045（返還計 614） 的中 � 618（15番人気）
複勝票数 差引計 438854（返還計 1449） 的中 � 1565（14番人気）� 55193（4番人気）� 55808（3番人気）
枠連票数 差引計 138672（返還計 239） 的中 （3－5） 503（27番人気）
馬連票数 差引計 489297（返還計 4512） 的中 �� 695（57番人気）
馬単票数 差引計 272183（返還計 2815） 的中 �� 135（131番人気）
ワイド票数 差引計 287405（返還計 3058） 的中 �� 489（59番人気）�� 383（68番人気）�� 8228（13番人気）
3連複票数 差引計 640884（返還計 8741） 的中 ��� 299（172番人気）
3連単票数 差引計 857829（返還計 10700） 的中 ��� 44（1190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．5―49．7―1：02．4―1：15．0―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�シゲルエベッサン �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．7．5 中京5着

2012．3．19生 牡3鹿 母 Sweet and Flawless 母母 Sweet and Ready 7戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走除外〕 ニシノアンセム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻6分遅延。
〔競走中止〕 サンフェニックス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ワールドリースター号の騎手岩田康誠は，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：14

番・11番）
アドマイヤリバティ号の騎手小牧太は，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：1番・

11番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノアンセム号は，平成27年1月25日から平成27年2月23日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※サンフェニックス号は，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 重 （27京都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）

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

712 フロイデシューネル 牝3鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム 480－ 61：25．7 2．5�
47 ジューンブラジリエ 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 追分ファーム 460－ 21：25．91� 3．0�
59 ミュゼバトラー 牡3栗 56 C．デムーロ 髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 488－ 21：26．0� 10．3�

（仏）

23 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494＋ 21：26．21 13．0�
610 スーパールミナル 牝3栗 54 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 472－ 4 〃 アタマ 46．1�
815 オイルタウン 牡3栗 56 太宰 啓介山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 442± 01：26．3� 71．8	
22 メイショウアバラガ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 506－ 41：26．62 6．5

58 シゲルデンガク 牡3栗 56 秋山真一郎森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 444± 01：26．91� 28．2�
35 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56 武 幸四郎中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ

ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 98．0�
11 タイガーボス 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456＋ 61：27．0� 12．3
46 シャドウリクルート 牡3栗 56 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 536＋ 41：27．63� 158．4�
34 シートライアル 牡3栗 56 蛯名 正義関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 466－ 41：27．7クビ 29．5�
611 ミルキーブレス 牝3鹿 54 幸 英明村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 436－ 4 〃 クビ 258．6�
713 ク ル ム ロ フ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真髙樽さゆり氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 504－ 21：28．01� 183．1�
814 カシノマッハ 牡3栗 56 北村 友一柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 468－ 41：28．63� 283．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，327，500円 複勝： 38，565，900円 枠連： 12，320，700円
馬連： 51，773，600円 馬単： 28，608，400円 ワイド： 27，635，100円
3連複： 65，279，600円 3連単： 93，827，200円 計： 347，338，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 170円 �� 450円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 293275 的中 � 90323（1番人気）
複勝票数 計 385659 的中 � 93768（2番人気）� 105242（1番人気）� 37719（4番人気）
枠連票数 計 123207 的中 （4－7） 25883（1番人気）
馬連票数 計 517736 的中 �� 105633（1番人気）
馬単票数 計 286084 的中 �� 30031（1番人気）
ワイド票数 計 276351 的中 �� 50702（1番人気）�� 13360（5番人気）�� 19149（2番人気）
3連複票数 計 652796 的中 ��� 44224（2番人気）
3連単票数 計 938272 的中 ��� 17738（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．6―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―48．0―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロイデシューネル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ストローズクリーク デビュー 2015．1．10 京都2着

2012．5．12生 牝3鹿 母 フロイデタンツェン 母母 ターフサルート 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 リリーヴィクトリー号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1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。

01088 1月24日 晴 重 （27京都1）第8日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40分（番組第6競走を順序変更） （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

11 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 56 武 豊松島 正昭氏 松永 幹夫 新冠 パカパカ
ファーム 476 ―1：52．7 4．6�

55 ワンダージンテーゼ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 464 ―1：53．65 12．5�
22 サ ン ガ ッ ロ 牡3鹿 56 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 474 ―1：53．7� 1．8�
44 アスターヴィガー 牡3栗 56 太宰 啓介加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 484 ― 〃 ハナ 4．4�
88 ウォーターマハロ 牡3栗 56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 496 ―1：54．65 74．8�
77 シ ー ム リ ー 牝3栗 54 岡田 祥嗣岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 456 ― 〃 クビ 13．7	
33 ナムラナニー 牝3栗 54 小牧 太奈村 信重氏 日吉 正和 新ひだか 伊藤 和明 448 ―1：57．2大差 23．1

66 ナガラキャスター 牡3鹿 56 川島 信二長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 グラストレーニ

ングセンター 446 ―1：58．26 109．6�
89 イナズマディオーネ 牝3鹿 54 藤田 伸二北所 直人氏 浜田多実雄 新冠 小泉牧場 466 ―1：58．73 21．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，418，000円 複勝： 65，157，900円 枠連： 7，973，600円
馬連： 32，818，800円 馬単： 26，808，000円 ワイド： 16，878，200円
3連複： 39，835，700円 3連単： 98，069，800円 計： 308，960，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（1－5） 3，540円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 580円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 214180 的中 � 37153（3番人気）
複勝票数 計 651579 的中 � 42884（3番人気）� 27066（4番人気）� 481074（1番人気）
枠連票数 計 79736 的中 （1－5） 1742（11番人気）
馬連票数 計 328188 的中 �� 10170（9番人気）
馬単票数 計 268080 的中 �� 5159（14番人気）
ワイド票数 計 168782 的中 �� 6006（7番人気）�� 32205（1番人気）�� 11947（3番人気）
3連複票数 計 398357 的中 ��� 33386（3番人気）
3連単票数 計 980698 的中 ��� 7124（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．0―49．2―1：02．6―1：15．6―1：27．9―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユ イ マ ー ル 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 マヤノトップガン 初出走

2012．4．19生 牡3鹿 母 チアズヒカリ 母母 サラトガシャドーズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 イナズマディオーネ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※ナムラナニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 1回京都競馬第 6日第 8競走）
〔馬の出走停止・調教再審査〕　　ペガサスフォース号は，発走合図後に発馬機内で膠着し，

競走を中止したため裁定委員会の議定により平成 27 年 1 月
18 日から平成 27 年 4 月 17 日まで出走停止。停止期間の満
了後に開催競馬場で発走調教再審査。



01089 1月24日 晴 良 （27京都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

816 レーヴミストラル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．5 1．5�
48 レーゲンヴァルト 牡3栗 56 C．デムーロ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 502± 01：48．71� 4．4�

（仏）

815 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿 56
54 △岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 486－ 6 〃 クビ 82．7�

713 ミスズダンディー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 478＋ 21：48．91 96．4�
611 メルドオール 牡3鹿 56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 436＋ 81：49．0� 45．8	
59 ウイングジャパン 牡3栗 56 幸 英明池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 484－ 8 〃 クビ 56．1

612 スペリオルラスター 牡3栗 56 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 81：49．42� 15．0�
24 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 420－161：49．93 76．2�
23 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482＋ 2 〃 クビ 39．3
12 キャストアスペル 牝3鹿 54 武 豊�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 466± 0 〃 ハナ 19．9�
35 スマートガイア 牡3鹿 56 浜中 俊大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 81：50．11 10．3�
36 エイシンサブウェイ 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 490－ 41：50．31� 20．0�
714 ワイルドモンスター 牡3鹿 56 蛯名 正義 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 490－ 4 〃 クビ 174．1�
510 ノミネーション 牡3黒鹿56 藤岡 佑介石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 448± 01：50．83 59．0�
47 シゲルドンタク 牡3栗 56

53 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 洞�湖 レイクヴィラファーム 488－ 2 〃 クビ 299．7�
11 ソ チ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 幸司氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 442－ 41：51．11	 99．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，485，700円 複勝： 88，895，000円 枠連： 18，826，400円
馬連： 63，068，100円 馬単： 42，490，700円 ワイド： 36，535，100円
3連複： 80，577，600円 3連単： 134，060，200円 計： 503，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 820円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，540円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 12，770円

票 数

単勝票数 計 394857 的中 � 197713（1番人気）
複勝票数 計 888950 的中 � 544936（1番人気）� 91058（2番人気）� 8728（11番人気）
枠連票数 計 188264 的中 （4－8） 33827（1番人気）
馬連票数 計 630681 的中 �� 119985（1番人気）
馬単票数 計 424907 的中 �� 53331（1番人気）
ワイド票数 計 365351 的中 �� 59359（1番人気）�� 5246（16番人気）�� 2842（28番人気）
3連複票数 計 805776 的中 ��� 10616（16番人気）
3連単票数 計1340602 的中 ��� 7609（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．2―47．5―1：00．0―1：12．5―1：24．9―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴミストラル �
�
父 キングカメハメハ �

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

2012．5．8生 牡3鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 サウンドギャツビー号の騎手秋山真一郎は，決勝線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：5番・6

番）
※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 ホープフルデイズ号
※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 重 （27京都1）第8日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時05分（番組第4競走を順序変更） （ダート・右）

牝，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

815 シ ン ダ ー ズ 牝3青鹿54 蛯名 正義 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 458 ―1：25．6 9．2�

47 グランシュクレ 牝3芦 54 藤岡 佑介間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 452 ― 〃 クビ 5．1�
48 パセンジャーシップ 牝3芦 54 後藤 浩輝吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488 ―1：26．87 3．7�
816 メイショウタラチネ 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 458 ―1：27．01� 21．6�
35 ソラノカナタ 牝3栗 54 武 豊�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 426 ― 〃 アタマ 5．0�
713 メモリーオブハース 牝3黒鹿54 浜中 俊	G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412 ―1：27．21� 24．1

714 イットガール 牝3鹿 54 酒井 学 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 496 ―1：27．41� 44．0�
612 サンマルアリュール 牝3栗 54 D．バルジュー 相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 514 ―1：27．5� 13．7�

（伊）

12 ヤマイチサクラ 牝3栗 54 佐久間寛志坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 452 ―1：27．81� 70．8
11 メイショウメブキ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 428 ―1：28．22� 123．6�
36 ネオヴォーグ 牝3芦 54 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 444 ―1：28．73 30．8�
611 ダノンジュエル 牝3芦 54 福永 祐一	ダノックス 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：29．02 6．4�
510 フラワーダンス 牝3鹿 54 �島 良太中山 速水氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498 ―1：29．53 227．9�
23 テイエムライオン 牝3鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 テイエム牧場日高支場 406 ―1：29．81� 186．3�
24 アグネスエピソード 牝3黒鹿54 内田 博幸渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 480 ―1：30．01 13．8�
59 クールレイナ 牝3栗 54 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 476 ―1：30．42� 206．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，133，500円 複勝： 34，947，300円 枠連： 20，107，500円
馬連： 49，031，900円 馬単： 26，510，600円 ワイド： 27，774，700円
3連複： 60，159，300円 3連単： 78，218，100円 計： 321，882，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 240円 � 170円 � 150円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 860円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 18，910円

票 数

単勝票数 計 251335 的中 � 21727（5番人気）
複勝票数 計 349473 的中 � 31690（5番人気）� 53466（2番人気）� 69161（1番人気）
枠連票数 計 201075 的中 （4－8） 21994（3番人気）
馬連票数 計 490319 的中 �� 14676（12番人気）
馬単票数 計 265106 的中 �� 3819（22番人気）
ワイド票数 計 277747 的中 �� 6634（13番人気）�� 7945（10番人気）�� 22351（1番人気）
3連複票数 計 601593 的中 ��� 16423（5番人気）
3連単票数 計 782181 的中 ��� 2998（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―48．0―1：00．6―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ン ダ ー ズ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Gone West 初出走

2012．2．12生 牝3青鹿 母 キュームレイト 母母 Honoria 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エクラドレーヴ号・エーデルフラウ号・スリークンビア号・ナムラナニー号・パドパピヨン号
※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。



01091 1月24日 晴 重 （27京都1）第8日 第7競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

88 ヒラボクレジェンド 牡4栗 56 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 514－ 21：57．3 3．0�
11 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 484＋ 41：57．72� 9．2�
77 ハッピーロード �4栗 56 秋山真一郎豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 486± 01：57．91� 12．9�
66 	 ヒルノデイバロー 牡4黒鹿56 
島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット 518－ 21：58．21� 1．8�
22 	 ジュールドトネール 牡5青鹿57 福永 祐一吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 512＋241：58．73 24．6	
33 クールジョーカー 牡4黒鹿56 幸 英明小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 442－ 41：58．91� 31．2

55 ティーエスハーツ 牡4黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 544＋ 4 〃 ハナ 29．1�
89 スペルヴィア 牡6黒鹿57 川田 将雅佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 530± 01：59．96 10．5�
44 	 ワンダーパラジーノ 牡5栗 57

54 ▲義 英真山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 488－ 82：00．32� 135．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，573，000円 複勝： 57，943，600円 枠連： 11，327，400円
馬連： 52，660，600円 馬単： 38，795，000円 ワイド： 25，883，400円
3連複： 61，542，800円 3連単： 163，327，700円 計： 439，053，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 210円 � 420円 � 450円 枠 連（1－8） 1，280円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 460円 �� 480円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 11，840円

票 数

単勝票数 計 275730 的中 � 71307（2番人気）
複勝票数 計 579436 的中 � 86551（2番人気）� 33089（3番人気）� 30565（4番人気）
枠連票数 計 113274 的中 （1－8） 6813（4番人気）
馬連票数 計 526606 的中 �� 24918（5番人気）
馬単票数 計 387950 的中 �� 11848（6番人気）
ワイド票数 計 258834 的中 �� 15004（5番人気）�� 14223（6番人気）�� 6621（13番人気）
3連複票数 計 615428 的中 ��� 13963（10番人気）
3連単票数 計1633277 的中 ��� 9995（34番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．2―12．1―12．7―13．1―13．0―12．4―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．0―29．2―41．3―54．0―1：07．1―1：20．1―1：32．5―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクレジェンド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rahy デビュー 2014．1．26 京都4着

2011．4．15生 牡4栗 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera 7戦2勝 賞金 15，250，000円

01092 1月24日 晴 重 （27京都1）第8日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14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
1：09．1
1：08．7

重
重

58 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 538－ 61：11．0 29．3�

（伊）

69 スズカブリザード 牡9鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 524－ 21：11．1� 123．0�
22 プラネットスコア 牡5黒鹿57 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 474± 01：11．42 4．2�
45 	 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. 490－ 41：11．5
 2．5�
813 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476＋ 41：11．6クビ 82．8�
57 ビバハイタッチ 牡4栗 56 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 486± 0 〃 クビ 17．9	
33 ヴェアリアスサマー 牡4栗 56 後藤 浩輝小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 508－ 81：11．81� 88．3

711 マ ー シ レ ス 牡4栗 56 藤田 伸二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 454－ 81：11．9
 4．6�
46 ナガラブルボン 牡4鹿 56 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 490＋18 〃 ハナ 16．4�
610	 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± 01：12．0� 8．9
11 マーセブナカヤマ 牡4鹿 56 伊藤 工真�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 530－ 41：12．1クビ 25．5�
34 サーシスリーフ 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B504± 01：12．95 36．6�

712 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 450－ 81：13．0クビ 132．9�
814 ショウナンサンタ 牡4鹿 56 福永 祐一�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 462－ 61：13．1
 23．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，508，100円 複勝： 36，717，400円 枠連： 15，396，700円
馬連： 66，435，400円 馬単： 34，873，500円 ワイド： 33，360，300円
3連複： 81，343，000円 3連単： 121，809，900円 計： 417，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 760円 � 1，840円 � 170円 枠 連（5－6） 3，080円

馬 連 �� 99，970円 馬 単 �� 147，760円

ワ イ ド �� 19，610円 �� 2，460円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 131，760円 3 連 単 ��� 1，132，200円

票 数

単勝票数 計 275081 的中 � 7501（9番人気）
複勝票数 計 367174 的中 � 10574（10番人気）� 4134（13番人気）� 78864（2番人気）
枠連票数 計 153967 的中 （5－6） 3863（14番人気）
馬連票数 計 664354 的中 �� 515（81番人気）
馬単票数 計 348735 的中 �� 177（148番人気）
ワイド票数 計 333603 的中 �� 433（79番人気）�� 3537（28番人気）�� 2204（39番人気）
3連複票数 計 813430 的中 ��� 463（205番人気）
3連単票数 計1218099 的中 ��� 78（1349番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―34．9―46．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルタザール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Starborough デビュー 2012．7．7 中京3着

2010．3．3生 牡5鹿 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー 13戦2勝 賞金 16，830，000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。



01093 1月24日 晴 良 （27京都1）第8日 第9競走 ��
��1，600�

は な み こ う じ

花 見 小 路 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

46 タマモトッププレイ 牡6黒鹿57 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 496－ 21：35．2 23．0�
69 ケイティープライド 牡5鹿 57 武 豊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 4．4�
45 カピオラニパレス 牡7芦 57 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 534＋ 21：35．51� 9．4�
712 ベアトリッツ 牝5鹿 55 C．デムーロ �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 クビ 3．6�

（仏）

814 カシノピカチュウ 牡5鹿 57 浜中 俊柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 496± 01：35．6クビ 12．6�
58 	 サウンドデューク 牡5栗 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 468－ 6 〃 ハナ 13．3	
34 ディープサウス 牝5青 55 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B460± 01：35．81 3．3

22 ニシノモンクス 牝5鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 446± 0 〃 クビ 251．8�
11 ウエスタンレベッカ 牝5鹿 55 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B444± 01：35．9� 62．6�
57 クロイゼリンチャン 牝5鹿 55 後藤 浩輝 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 北田 剛 440＋ 2 〃 ハナ 19．4
610 レッドオーラム 牝4鹿 54 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 478－ 41：36．11
 15．7�
711 ラスカルトップ 牡6鹿 57 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448－ 21：36．2クビ 147．3�

（伊）

33 � サンマルビューティ 牝5黒鹿55 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 448－111：37．05 173．5�
813 パープルタイヨー 牡9鹿 57 藤田 伸二中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 464＋ 81：37．21� 406．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，426，300円 複勝： 57，138，900円 枠連： 20，966，700円
馬連： 116，673，000円 馬単： 59，078，000円 ワイド： 47，344，200円
3連複： 127，498，600円 3連単： 209，761，800円 計： 674，887，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 630円 � 190円 � 230円 枠 連（4－6） 1，340円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 2，490円 �� 680円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 88，460円

票 数

単勝票数 計 364263 的中 � 12649（9番人気）
複勝票数 計 571389 的中 � 19127（9番人気）� 89732（3番人気）� 67554（4番人気）
枠連票数 計 209667 的中 （4－6） 12114（5番人気）
馬連票数 計1166730 的中 �� 19961（18番人気）
馬単票数 計 590780 的中 �� 3528（45番人気）
ワイド票数 計 473442 的中 �� 7604（21番人気）�� 4720（27番人気）�� 18764（5番人気）
3連複票数 計1274986 的中 ��� 8524（36番人気）
3連単票数 計2097618 的中 ��� 1719（268番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．6―36．6―49．2―1：01．2―1：12．8―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 3（1，6）（4，7，14）9，11（2，8）（10，13）5，12 4 ・（3，6）14（1，4，7，9）11（2，8）10（5，12，13）

勝馬の
紹 介

タマモトッププレイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．12．17 阪神4着

2009．2．19生 牡6黒鹿 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト 30戦4勝 賞金 67，599，000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。

01094 1月24日 晴 良 （27京都1）第8日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

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

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

66 アダムスブリッジ 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484± 02：01．1 3．3�
33 � ストーンウェア 牡3鹿 56 C．デムーロ 吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 460± 02：01．31	 2．8�

（仏）

11 ジャズファンク 牡3鹿 56 池添 謙一市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480－ 42：01．4
 4．5�
44 サトノゼファー 牝3栗 54 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 460＋ 82：01．61	 4．8�
55 アドマイヤガスト 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：01．81	 7．9�
22 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 56 武 豊松島 正昭氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－ 42：02．01� 26．7	
77 � エメラルヒマワリ 牝3青鹿54 幸 英明高橋 勉氏 服部 利之 平取 スガタ牧場 428－ 62：02．74 54．7


（7頭）
88 シュヴァルグラン 牡3栗 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，191，700円 複勝： 55，290，400円 枠連： 発売なし
馬連： 97，943，600円 馬単： 59，977，200円 ワイド： 34，181，100円
3連複： 89，699，200円 3連単： 267，742，600円 計： 656，025，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 200円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 511917 的中 � 120570（2番人気）
複勝票数 計 552904 的中 � 117352（2番人気）� 164517（1番人気）
馬連票数 計 979436 的中 �� 176478（1番人気）
馬単票数 計 599772 的中 �� 49333（2番人気）
ワイド票数 計 341811 的中 �� 54543（1番人気）�� 37900（3番人気）�� 40980（2番人気）
3連複票数 計 896992 的中 ��� 136295（1番人気）
3連単票数 計2677426 的中 ��� 83510（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．6―12．3―12．9―12．3―11．4―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．9―49．5―1：01．8―1：14．7―1：27．0―1：38．4―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1
1
3
4（2，5）－7，3，1－6
4，5，2，7（1，3）6

2
4
4（2，5）－7－3，1－6
4，5（2，1，7）3，6

勝馬の
紹 介

アダムスブリッジ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．12．6 阪神1着

2012．4．21生 牡3鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 2戦2勝 賞金 26，189，000円
〔出走取消〕 シュヴァルグラン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 アダムスブリッジ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100，000円。（被害馬：3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。



01095 1月24日 晴 良 （27京都1）第8日 第11競走 ��
��1，600�第50回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳52�5歳以上53�，収得賞金1，600万円毎1�
増，�：4歳54�5歳以上55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 679，000円 194，000円 97，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

713 ケイアイエレガント 牝6黒鹿56 内田 博幸亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B520－ 61：33．9 23．6�
612 ゴールデンナンバー 牝6栗 54 秋山真一郎池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 2 〃 クビ 90．0�
12 パワースポット 牝7鹿 54 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：34．0	 21．0�
23 マコトブリジャール 牝5鹿 54 四位 洋文�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 410＋ 6 〃 ハナ 77．4�
714 ウ リ ウ リ 牝5青 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：34．21� 3．3	
48 キャトルフィーユ 牝6鹿 56 D．バルジュー �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 468± 01：34．3� 4．5


（伊）

24 ダンスアミーガ 牝4栗 53 C．デムーロ �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466± 01：34．61	 5．6�
（仏）

59 ウイングドウィール 牝6黒鹿54 伊藤 工真 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 クビ 172．2�
11 メイショウスザンナ 牝6鹿 54 丸田 恭介松本 好氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B458－ 61：34．7� 60．1�
47 ベルルミエール 牝4鹿 53 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 472＋101：34．91� 9．2�
611 フォーエバーモア 牝4栗 53 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 470＋16 〃 クビ 9．5�
510 リアルヴィーナス 牝4鹿 53 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 458＋ 2 〃 ハナ 128．9�
715 シャイニーガール 牝4鹿 53 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 480＋18 〃 アタマ 81．2�
817 クッカーニャ 牝6青鹿54 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：35．1	 279．1�
816 アロマティコ 牝6栗 55 松山 弘平 �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＋ 6 〃 ハナ 13．4�
36 レーヴデトワール 牝4黒鹿53 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456± 01：35．2� 14．9�
35 トーセンベニザクラ 牝6黒鹿54 武 豊島川 哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 462± 0 〃 アタマ 64．1�
818 レ イ カ ー ラ 牝6鹿 54 岩田 康誠下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 440－ 41：35．52 42．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 133，765，500円 複勝： 207，156，300円 枠連： 95，209，500円
馬連： 493，887，800円 馬単： 208，313，100円 ワイド： 202，520，200円
3連複： 696，659，800円 3連単： 1，098，797，500円 計： 3，136，309，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 660円 � 2，180円 � 590円 枠 連（6－7） 1，740円

馬 連 �� 86，460円 馬 単 �� 141，900円

ワ イ ド �� 22，850円 �� 5，360円 �� 13，710円

3 連 複 ��� 451，980円 3 連 単 ��� 2，865，560円

票 数

単勝票数 計1337655 的中 � 45255（9番人気）
複勝票数 計2071563 的中 � 85380（9番人気）� 23670（15番人気）� 97397（8番人気）
枠連票数 計 952095 的中 （6－7） 42391（6番人気）
馬連票数 計4938878 的中 �� 4427（99番人気）
馬単票数 計2083131 的中 �� 1101（190番人気）
ワイド票数 計2025202 的中 �� 2279（102番人気）�� 9825（47番人気）�� 3806（83番人気）
3連複票数 計6966598 的中 ��� 1156（430番人気）
3連単票数 計10987975 的中 ��� 278（2471番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．4―11．9―11．7―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―47．8―59．7―1：11．4―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．2
3 13，15（9，17）11（3，14）4，6（1，8）18（2，5）7（12，10，16） 4 13（15，17）9（3，11）（4，14）（1，6）8（2，18）（5，7）12（10，16）

勝馬の
紹 介

ケイアイエレガント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．7．17 新潟4着

2009．3．28生 牝6黒鹿 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade 29戦7勝 賞金 163，043，000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 ウエスタンメルシー号
※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。

01096 1月24日 晴 重 （27京都1）第8日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

714 カ ジ キ 牡6鹿 57
55 △岩崎 翼幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 494－101：11．0 7．8�

816 ドニカナルボーイ 牡5黒鹿57 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 462－ 4 〃 アタマ 3．5�
23 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 丸田 恭介土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 480－ 2 〃 ハナ 114．7�
611 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 450－ 41：11．1� 59．5�
59 � ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 福永 祐一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 462＋ 21：11．2� 16．5�
36 サトノスパークル 牡4鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 494－10 〃 クビ 4．8	
12 ワンダーフォルテ 牡7栗 57 竹之下智昭山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 510＋12 〃 ハナ 133．3

612 エイシンパラダイス 牝5栗 55 藤田 伸二平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 470－ 21：11．3� 3．7�
11 プ リ ュ ム 牝6栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B462＋12 〃 ハナ 50．3
24 セイユウスマイル 牝5鹿 55 D．バルジュー 松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 504＋ 6 〃 クビ 15．1�

（伊）

713 ローレルボルケーノ 牡6鹿 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 528＋ 4 〃 同着 41．5�
815 デンコウデア 牝6黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 488＋ 61：11．4クビ 121．6�
35 フレンチトースト 牝6鹿 55

52 ▲義 英真水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 442－121：11．61� 22．9�
48 � エルウェーオージャ �7青 57 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 488＋ 41：11．7� 124．9�
510 ビタミンエース 牡4鹿 56 藤岡 佑介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 B508－ 61：11．8� 14．1�
47 ジョージジョージ 牡5栗 57 後藤 浩輝北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 474－ 21：12．22� 27．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，898，400円 複勝： 94，646，700円 枠連： 40，655，300円
馬連： 155，441，000円 馬単： 71，753，600円 ワイド： 80，985，700円
3連複： 193，137，700円 3連単： 301，468，500円 計： 998，986，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 160円 � 2，660円 枠 連（7－8） 1，240円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 630円 �� 16，090円 �� 7，250円

3 連 複 ��� 61，980円 3 連 単 ��� 287，960円

票 数

単勝票数 計 608984 的中 � 61792（4番人気）
複勝票数 計 946467 的中 � 101732（4番人気）� 195189（1番人気）� 6636（16番人気）
枠連票数 計 406553 的中 （7－8） 25404（5番人気）
馬連票数 計1554410 的中 �� 71797（4番人気）
馬単票数 計 717536 的中 �� 13898（9番人気）
ワイド票数 計 809857 的中 �� 35585（4番人気）�� 1242（87番人気）�� 2773（60番人気）
3連複票数 計1931377 的中 ��� 2337（158番人気）
3連単票数 計3014685 的中 ��� 759（756番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．5―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．3―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ジ キ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．7．31 小倉2着

2009．3．26生 牡6鹿 母 エターナルハピネス 母母 サンクレール 10戦3勝 賞金 33，500，000円
※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。
（非当選馬） 4頭 アサケゴマ号・ゴーインググレート号・タッチシタイ号・ラヴァーズポイント号
※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8日 1月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 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

240，850，000円
9，380，000円
1，720，000円
20，350，000円
64，732，500円
4，570，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
498，652，600円
816，067，700円
268，847，300円
1，273，402，200円
648，169，100円
587，742，800円
1，620，473，700円
2，728，455，800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 8，441，811，200円

総入場人員 15，571名 （有料入場人員 14，018名）
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