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01073 1月23日 曇 良 （28京都1）第7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

611 エネルムサシ 牡3鹿 56 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 500－ 41：13．2 2．6�
714 ワンダープニヒール 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 438± 01：13．73 106．8�
24 シゲルムロアジ 牡3青鹿56 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 488－ 21：13．91 34．3�
816� ロケットビーン 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 534＋ 2 〃 クビ 2．1�
23 セイシュプリーム 牝3鹿 54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 伏木田牧場 436＋ 21：14．1� 11．6�
612 ゴールデンスランバ 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 442± 0 〃 ハナ 14．9	
59 シゲルカマス 牝3鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 434± 01：14．31	 321．5

35 ナ イ ス ワ ン 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 444± 01：14．4� 9．6�
713 ジュンレンパ 牡3鹿 56 松若 風馬河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 B476＋ 21：14．72 82．1�
510 サンライズムーヴ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 466＋ 21：14．91 21．4
36 トウケイドライヴ 牡3鹿 56 武 豊木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 462＋ 41：15．11	 31．9�
815 ノーアトゥーン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 488＋ 6 〃 アタマ 165．6�
11 テイエムフライヤー 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 456± 01：15．2� 200．0�
12 ア フ ェ ク ト 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 442＋ 41：16．37 458．3�
47 ワ オ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 
川 啓一 B442＋ 61：16．4� 207．2�
48 アサケシュート 牡3鹿 56 小林 徹弥大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 454－ 41：17．25 168．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，252，500円 複勝： 40，435，100円 枠連： 12，529，600円
馬連： 48，507，900円 馬単： 26，448，200円 ワイド： 29，365，000円
3連複： 70，691，600円 3連単： 99，266，200円 計： 346，496，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 2，210円 � 830円 枠 連（6－7） 5，040円

馬 連 �� 11，890円 馬 単 �� 18，870円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 1，400円 �� 11，160円

3 連 複 ��� 79，840円 3 連 単 ��� 308，870円

票 数

単勝票数 計 192525 的中 � 58173（2番人気）
複勝票数 計 404351 的中 � 100588（2番人気）� 3622（10番人気）� 10192（7番人気）
枠連票数 計 125296 的中 （6－7） 1925（13番人気）
馬連票数 計 485079 的中 �� 3160（24番人気）
馬単票数 計 264482 的中 �� 1051（38番人気）
ワイド票数 計 293650 的中 �� 2113（26番人気）�� 5564（13番人気）�� 665（48番人気）
3連複票数 計 706916 的中 ��� 664（96番人気）
3連単票数 計 992662 的中 ��� 233（411番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―36．1―48．4―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エネルムサシ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2016．1．10 京都2着

2013．4．15生 牡3鹿 母 クリノトップレディ 母母 ビーバップアルー 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 ウイングエンペラー号

01074 1月23日 曇 良 （28京都1）第7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

22 コパデスコパ 牡3栗 56 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 492± 01：55．5 2．7�
33 ミラクルユニバンス 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 ハナ 3．5�
711 フジノナデシコ 牝3鹿 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 21：55．92� 23．4�
812 タガノジャパン 牡3青鹿56 浜中 俊八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 450± 01：56．21� 19．6�
45 タイセイヴィクター 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム B504＋ 4 〃 ハナ 4．6�
710 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 452＋181：56．41� 16．8�
68 ローデルバーン 牡3黒鹿56 藤懸 貴志佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 472＋ 61：56．5� 30．0	
813 マコトクラダリング 牝3鹿 54 川田 将雅
ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム B504＋ 21：56．71� 5．8�
69 ミトノグリーン 牡3黒鹿 56

54 △義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 482＋ 21：57．23 58．5�
11 アローフロスト 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 450＋ 2 〃 アタマ 94．7
56 セイエスパーニャ 牝3黒鹿54 高倉 稜金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 城地 清満 430－ 41：58．05 292．8�
44 テトラコード 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 芳住 鉄兵 472＋ 21：58．42� 351．8�
57 セフティバレンチノ 牡3黒鹿56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 482－ 81：58．72 233．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，459，000円 複勝： 23，214，800円 枠連： 9，927，800円
馬連： 33，171，200円 馬単： 21，026，300円 ワイド： 20，709，900円
3連複： 48，006，600円 3連単： 74，096，300円 計： 247，611，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 400円 枠 連（2－3） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 190円 �� 800円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 174590 的中 � 50745（1番人気）
複勝票数 計 232148 的中 � 72662（1番人気）� 40326（2番人気）� 9102（7番人気）
枠連票数 計 99278 的中 （2－3） 18599（1番人気）
馬連票数 計 331712 的中 �� 65502（1番人気）
馬単票数 計 210263 的中 �� 23299（1番人気）
ワイド票数 計 207099 的中 �� 35655（1番人気）�� 5718（10番人気）�� 4768（12番人気）
3連複票数 計 480066 的中 ��� 15815（7番人気）
3連単票数 計 740963 的中 ��� 7572（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―37．3―50．5―1：03．6―1：16．1―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4F51．9―3F39．4
1
3
7，12（4，13）（1，3）（2，6）9，8，5，10－11・（7，12）5－13－（4，3）6（1，2）10（11，9）8

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

勝馬の
紹 介

コパデスコパ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．11．14 京都3着

2013．3．30生 牡3栗 母 シルクチャプター 母母 ノーブルプライド 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 フジノナデシコ号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

第１回 京都競馬 第７日



01075 1月23日 曇 良 （28京都1）第7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

510 シャインダイアン 牝3黒鹿54 S．フォーリー �三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 462－ 61：26．9 16．2�
（愛）

36 クリノサンレオ 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438± 01：27．21� 14．0�

35 コウザンアプローチ 牡3鹿 56 池添 謙一山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 500＋ 41：27．51� 12．3�
12 サカジロテンオー 牡3鹿 56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 496＋ 41：27．71� 5．9�
23 ジョウショウキセキ 牡3鹿 56 �島 良太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 若林 武雄 448－ 61：27．8� 285．7�
713 ワールドフェーマス 牡3栗 56 酒井 学吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 492＋30 〃 クビ 21．8	
714 ウインフェルベール 牡3青鹿56 川田 将雅
ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 476± 01：27．9クビ 1．7�
47 セイヴァイタル 牡3栗 56

54 △義 英真金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 452－ 21：28．21� 32．6�
48 ヒデサンエース 牡3栗 56 大下 智井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 B438－ 2 〃 ハナ 206．3
24 キ ラ パ ワ ー 牡3栗 56 田中 健山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 464＋ 2 〃 ハナ 38．4�
612 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム B478＋ 21：28．41� 11．5�
11 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56 岩田 康誠 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 41：29．14 37．6�
59 レイクテカポ 牡3鹿 56 小牧 太幅田 京子氏 庄野 靖志 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 81：29．2クビ 65．2�
611 トウケイエース 牡3鹿 56 D．マクドノー 木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 宮内牧場 486＋ 41：29．52 23．0�

（愛）

815 オ ズ マ 牡3芦 56 小林 徹弥新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 片山牧場 446＋ 81：29．6� 172．0�
816 カ チ ノ ハ ナ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人華山 龍一氏 作田 誠二 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 61：31．08 406．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，614，500円 複勝： 62，473，100円 枠連： 12，870，600円
馬連： 46，624，400円 馬単： 31，245，000円 ワイド： 30，971，200円
3連複： 62，438，500円 3連単： 91，826，200円 計： 364，063，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 670円 � 830円 � 740円 枠 連（3－5） 3，280円

馬 連 �� 7，660円 馬 単 �� 19，360円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 2，400円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 23，740円 3 連 単 ��� 199，320円

票 数

単勝票数 計 256145 的中 � 12640（6番人気）
複勝票数 計 624731 的中 � 24949（4番人気）� 19768（6番人気）� 22376（5番人気）
枠連票数 計 128706 的中 （3－5） 3035（12番人気）
馬連票数 計 466244 的中 �� 4713（21番人気）
馬単票数 計 312450 的中 �� 1210（53番人気）
ワイド票数 計 309712 的中 �� 3083（29番人気）�� 3325（23番人気）�� 3635（22番人気）
3連複票数 計 624385 的中 ��� 1972（68番人気）
3連単票数 計 918262 的中 ��� 334（481番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―12．6―12．8―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．2―47．8―1：00．6―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．1
3 4（7，9）（1，10）（6，14）2（3，12，16）（11，13）5（8，15） 4 4（7，10）（1，9，14）（6，2）（11，3）（13，12，5）8，15，16

勝馬の
紹 介

シャインダイアン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．12．12 阪神4着

2013．5．7生 牝3黒鹿 母 ミンティエアー 母母 ヒットザスポット 3戦1勝 賞金 6，100，000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 コーディネーター号
（非抽選馬） 1頭 ブレイジンフェザー号
※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。

01076 1月23日 曇 良 （28京都1）第7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）

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

713 エ レ メ ン ツ 牝3黒鹿54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506 ―1：26．7 2．7�

47 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 450 ―1：27．44 52．3�
816 ディアスプマンテ 牝3栗 54 M．デムーロ �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 468 ―1：27．93 5．4�
36 リ モ ナ イ ア 牝3栗 54 S．フォーリー 吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 438 ―1：28．11� 52．8�

（愛）

612 ダンスウィズミー 牝3鹿 54 岩田 康誠石川 達絵氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 418 ―1：28．52 4．7�
48 ラブミーロード 牝3鹿 54 藤懸 貴志小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 静内酒井牧場 466 ― 〃 アタマ 14．2	
815 ゼーリムニル 牝3鹿 54 川田 将雅一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 462 ―1：28．82 6．8

35 ジューンマドレーヌ 牝3鹿 54 松若 風馬吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 462 ―1：28．9クビ 23．7�
12 コウザンティアラ 牝3鹿 54 �島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 新冠伊藤牧場 400 ―1：29．32� 35．1�
510 メイショウフォルテ 牝3鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 422 ― 〃 ハナ 327．1
59 ボ ー リ ン 牝3鹿 54 和田 竜二松田 整二氏 日吉 正和 伊達 高橋農場 454 ―1：29．72� 91．9�
23 フィーリングウェル 牝3栗 54 D．マクドノー �G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：29．91� 31．0�
（愛）

11 トルシュローズ 牝3栗 54 太宰 啓介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 468 ―1：30．43 22．4�
24 カフジティアラ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478 ―1：30．5� 14．4�
611 プランソレイユ 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 浦河 日進牧場 414 ―1：34．2大差 311．0�

714 アスターピュア 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 加藤 敬二 新冠 新冠橋本牧場 512 ―1：36．4大差 289．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，938，800円 複勝： 28，806，800円 枠連： 15，121，900円
馬連： 39，522，000円 馬単： 20，614，500円 ワイド： 24，346，100円
3連複： 50，094，000円 3連単： 63，334，000円 計： 264，778，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 700円 � 190円 枠 連（4－7） 2，290円

馬 連 �� 7，640円 馬 単 �� 11，620円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 380円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 16，150円 3 連 単 ��� 103，410円

票 数

単勝票数 計 229388 的中 � 66443（1番人気）
複勝票数 計 288068 的中 � 74859（1番人気）� 7140（10番人気）� 39504（3番人気）
枠連票数 計 151219 的中 （4－7） 5101（10番人気）
馬連票数 計 395220 的中 �� 4004（24番人気）
馬単票数 計 206145 的中 �� 1330（43番人気）
ワイド票数 計 243461 的中 �� 3445（19番人気）�� 18524（2番人気）�� 1274（48番人気）
3連複票数 計 500940 的中 ��� 2326（51番人気）
3連単票数 計 633340 的中 ��� 444（295番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―13．2―12．9―12．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．2―48．4―1：01．3―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ レ メ ン ツ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

2013．3．7生 牝3黒鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プランソレイユ号・アスターピュア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月

23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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アラシャン号・エテルナミノル号・ダイシンザーゲ号・チカリータ号・ニホンピロヘーゼル号・

メイショウゴッデス号・メイショウバラード号・ラストジャンヌ号
※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。



01077 1月23日 曇 良 （28京都1）第7日 第5競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

12 フォーアライター 牡3青鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 490＋101：34．5 3．8�
36 ディープエクシード 牡3鹿 56 C．ルメール 菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 21：34．81� 1．7�
713 ナ ー ウ ル 牝3青鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 456＋ 21：35．11� 7．0�
35 アイアンマン 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 454＋ 21：35．2� 22．8�
11 グランプリアクセル 牡3鹿 56 池添 謙一�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B480± 01：35．3� 37．7	
612 ドルフィンマーク �3黒鹿56 D．マクドノー 大塚 亮一氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 B518＋ 21：35．51� 185．9


（愛）

815 オールインワン 牡3鹿 56 太宰 啓介金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 笹島 政信 482－ 2 〃 ハナ 31．3�
24 リーゼントフォルテ 牝3鹿 54 秋山真一郎三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 21：35．81� 195．2�
47 カ イ 牡3栗 56 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 21：36．01� 64．4
714 グルーヴィタイム 牡3鹿 56 S．フォーリー �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：36．1� 21．3�

（愛）

23 エイシンヒアゴーズ 牡3黒鹿56 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444± 01：36．2クビ 12．9�
510 ゼットマックイーン 牡3鹿 56 松若 風馬�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 454＋ 61：36．51� 87．1�
48 ナムラエミリー 牝3鹿 54 国分 優作奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 408－ 8 〃 クビ 425．7�
611 アスカタイシ 牡3栗 56 酒井 学上野 武氏 谷 潔 新冠 松浦牧場 508－ 61：36．6� 92．3�
816 イチザアイバー 牝3芦 54

52 △義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 荒谷 輝和 412－101：36．91� 821．2�
59 ヤマニンラファール 牡3鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 460－ 8 〃 クビ 325．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，822，300円 複勝： 91，310，400円 枠連： 14，928，600円
馬連： 57，436，200円 馬単： 36，768，600円 ワイド： 36，649，900円
3連複： 77，505，500円 3連単： 122，210，300円 計： 468，631，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－3） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 150円 �� 470円 �� 240円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 318223 的中 � 66538（2番人気）
複勝票数 計 913104 的中 � 109128（2番人気）� 583790（1番人気）� 59456（3番人気）
枠連票数 計 149286 的中 （1－3） 41730（1番人気）
馬連票数 計 574362 的中 �� 158169（1番人気）
馬単票数 計 367686 的中 �� 37381（2番人気）
ワイド票数 計 366499 的中 �� 76147（1番人気）�� 15559（5番人気）�� 36440（2番人気）
3連複票数 計 775055 的中 ��� 97515（1番人気）
3連単票数 計1222103 的中 ��� 28046（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．3―47．2―59．0―1：10．6―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーアライター �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．10．31 京都2着

2013．1．28生 牡3青鹿 母 デグラーティア 母母 デフィニット 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヒルノサルバドール号
※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。

01078 1月23日 曇 良 （28京都1）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （ダート・右）

牝，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
1：09．1
1：08．7

重
重

78 ウィズエモーション 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 472＋ 61：13．2 3．0�
55 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿54 小牧 太松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 428＋ 41：13．3� 66．8�
44 クロースフレンド 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 428－ 4 〃 クビ 4．6�
66 スノードリーム 牝3芦 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B444＋ 41：13．4� 7．4�
810 ロイヤルクルーズ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 438＋ 21：13．5� 10．5�
811 ジュエルメッセージ 牝3鹿 54 川田 将雅 	ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 460＋10 〃 アタマ 5．4

22 オ フ ク ヒ メ 牝3黒鹿54 和田 竜二山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 440＋ 81：13．81� 12．4�
11 タマモスズラン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人タマモ	 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 450＋161：14．12 10．3�
67 グリーンバシリスク 牝3栗 54 D．マクドノー 石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 460＋ 41：14．73� 16．5

（愛）

79 オウケンダイヤ 牝3黒鹿54 酒井 学福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 392± 01：15．33� 146．1�
33 メイショウベニフジ 牝3黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 436＋ 21：15．72� 32．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，582，100円 複勝： 40，143，400円 枠連： 12，762，700円
馬連： 57，229，900円 馬単： 29，640，700円 ワイド： 32，614，300円
3連複： 69，383，500円 3連単： 104，293，100円 計： 374，649，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 1，430円 � 170円 枠 連（5－7） 10，570円

馬 連 �� 12，740円 馬 単 �� 16，330円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 310円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 17，400円 3 連 単 ��� 93，000円

票 数

単勝票数 計 285821 的中 � 75790（1番人気）
複勝票数 計 401434 的中 � 90866（1番人気）� 4727（10番人気）� 66132（2番人気）
枠連票数 計 127627 的中 （5－7） 935（23番人気）
馬連票数 計 572299 的中 �� 3480（36番人気）
馬単票数 計 296407 的中 �� 1361（59番人気）
ワイド票数 計 326143 的中 �� 2062（36番人気）�� 31196（1番人気）�� 1597（39番人気）
3連複票数 計 693835 的中 ��� 2989（59番人気）
3連単票数 計1042931 的中 ��� 813（328番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．3―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．4―47．7―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィズエモーション �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．14 東京11着

2013．4．21生 牝3鹿 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ 6戦2勝 賞金 12，700，000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。



01079 1月23日 曇 良 （28京都1）第7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

67 � シャイニービーム 牡4鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 446＋ 22：00．2 226．8�
44 イェドプリオル 牡4青鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 524＋ 22：00．41	 6．1�
66 オンワードハンター 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 468± 02：00．61	 33．4�
11 ニホンピロシナバー 牡4青鹿56 S．フォーリー 小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 502－ 22：00．7
 5．9�

（愛）

78 ウエスタンパレード 牡5栗 57 和田 竜二 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 514＋ 6 〃 ハナ 6．9�
810 タマモアタック 牡4鹿 56 岩田 康誠タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490＋ 62：00．8� 21．1	
33 � エアカーディナル 牡5鹿 57 C．ルメール �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482－ 42：00．9
 7．8

22 ミ コ ラ ソ ン 牡4鹿 56 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 2．4�
811 セフティーエムアイ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472＋ 22：01．0
 51．3�
55 バトルクライス 牡4鹿 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 468＋102：01．95 50．8
79 クロイツェル 牡4黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B494＋162：02．22 8．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，477，700円 複勝： 48，528，400円 枠連： 12，277，400円
馬連： 59，079，700円 馬単： 29，073，300円 ワイド： 34，701，400円
3連複： 74，725，500円 3連単： 118，587，800円 計： 407，451，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 22，680円 複 勝 � 5，080円 � 270円 � 630円 枠 連（4－6） 10，170円

馬 連 �� 60，320円 馬 単 �� 106，880円

ワ イ ド �� 15，390円 �� 21，510円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 359，250円 3 連 単 ��� 2，204，510円

票 数

単勝票数 計 304777 的中 � 1075（11番人気）
複勝票数 計 485284 的中 � 2169（11番人気）� 56694（4番人気）� 19657（7番人気）
枠連票数 計 122774 的中 （4－6） 935（22番人気）
馬連票数 計 590797 的中 �� 759（50番人気）
馬単票数 計 290733 的中 �� 204（98番人気）
ワイド票数 計 347014 的中 �� 578（46番人気）�� 413（52番人気）�� 3300（27番人気）
3連複票数 計 747255 的中 ��� 156（149番人気）
3連単票数 計1185878 的中 ��� 39（904番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．4―13．4―12．8―12．7―12．6―12．4―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．6―31．0―44．4―57．2―1：09．9―1：22．5―1：34．9―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャイニービーム �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．2．5生 牡4鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 7戦1勝 賞金 7，900，000円
初出走 JRA

※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。

01080 1月23日 曇 良 （28京都1）第7日 第8競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

710 モルトベーネ 牡4栗 56 M．デムーロ三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 464＋ 21：52．7 4．6�
22 サンタエヴィータ 牝5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：53．02 4．2�
11 スワーヴカイザー �5青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 550＋121：53．32 2．9�
33 カ ー マ イ ン 牡8鹿 57 松若 風馬 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 61：53．61� 32．8�
67 メイショウナゴミ 牝4青鹿54 武 豊松本 好	氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 460＋141：53．7クビ 20．7

79 フミノインパルス 牡4黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 502＋10 〃 ハナ 94．4�
811 アドマイヤイバマ 牡6芦 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 50．9�
55 スズカウラノス 牡7鹿 57 高倉 稜永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 474＋ 41：53．8クビ 38．8
44 エクストレミティー 牡5鹿 57 C．ルメール P.S．スライ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 520＋14 〃 クビ 6．3�
812 カ ト ラ ス �6芦 57 岩田 康誠村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 478＋ 21：53．9クビ 7．2�
68 レッドシェリフ 牡8栗 57 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 512－ 61：54．0� 38．8�
56 ニホンピロサンダー 牡4黒鹿56 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 496＋ 21：55．27 160．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，908，900円 複勝： 38，098，000円 枠連： 14，536，300円
馬連： 64，054，700円 馬単： 30，780，000円 ワイド： 32，222，200円
3連複： 76，028，900円 3連単： 113，439，000円 計： 397，068，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 140円 枠 連（2－7） 1，180円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 340円 �� 330円 �� 270円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 279089 的中 � 48438（3番人気）
複勝票数 計 380980 的中 � 55137（4番人気）� 75271（1番人気）� 74998（2番人気）
枠連票数 計 145363 的中 （2－7） 9523（6番人気）
馬連票数 計 640547 的中 �� 51720（3番人気）
馬単票数 計 307800 的中 �� 11706（7番人気）
ワイド票数 計 322222 的中 �� 23210（3番人気）�� 24252（2番人気）�� 31593（1番人気）
3連複票数 計 760289 的中 ��� 65743（1番人気）
3連単票数 計1134390 的中 ��� 13731（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．2―50．0―1：02．9―1：15．7―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．0
1
3
1，7（2，11）10－12（3，8，9）（4，6）5
1，7（10，11）2，12（3，9，4）－6，5，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトベーネ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．5 中京11着

2012．3．24生 牡4栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 15戦3勝 賞金 36，042，000円



01081 1月23日 曇 良 （28京都1）第7日 第9競走 ��
��1，200�

ぎ お ん

� 園 特 別
発走14時35分 （芝・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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 アルティマブラッド 牝4青鹿54 C．ルメール �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480＋141：08．0 1．9�
23 コウエイタケル 牡5鹿 57 田中 健伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 488＋ 41：08．21� 8．9�
35 	 フィドゥーシア 牝4鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 482＋ 21：08．41� 10．3�
714 フェアラフィネ 牝4芦 54 D．マクドノー 髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 446＋ 41：08．61� 43．7�

（愛）

816 トウカイセンス 牝5鹿 55 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 450＋ 8 〃 クビ 4．3�
24 サンライズポパイ 牡8鹿 57 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 492＋ 81：08．7
 26．3	
47 レ ム ミ ラ ス 牝5鹿 55 太宰 啓介
ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 468＋24 〃 クビ 119．9�
815 スーパーアース 牝6黒鹿55 酒井 学岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 468－ 21：08．8
 224．0�
36 トロピカルガーデン 牝4鹿 54 小崎 綾也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 468± 0 〃 クビ 61．4
11 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 55 川田 将雅上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 486＋ 41：09．0� 12．4�
510 タカラジェニファ 牝5鹿 55 国分 優作村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 464－121：09．1
 217．7�
713 メイショウマサカゼ 4黒鹿56 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 504＋ 4 〃 ハナ 198．1�
48 ブラッククローバー 牡4黒鹿56 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 500＋ 8 〃 アタマ 16．9�
59 チェリーペトルズ 牝6鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 484－ 41：09．31� 53．3�
612 スマートエビデンス 牡5鹿 57 高倉 稜大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 532＋ 21：09．51� 23．5�
12 クーファナイン 牝5鹿 55 松若 風馬大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 480－ 41：10．88 137．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，317，600円 複勝： 75，784，000円 枠連： 23，724，500円
馬連： 103，073，700円 馬単： 51，172，200円 ワイド： 50，517，700円
3連複： 123，396，800円 3連単： 192，850，700円 計： 661，837，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 260円 枠 連（2－6） 540円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 400円 �� 450円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 413176 的中 � 166182（1番人気）
複勝票数 計 757840 的中 � 377748（1番人気）� 53958（3番人気）� 40563（5番人気）
枠連票数 計 237245 的中 （2－6） 33979（2番人気）
馬連票数 計1030737 的中 �� 93845（2番人気）
馬単票数 計 511722 的中 �� 28907（3番人気）
ワイド票数 計 505177 的中 �� 33644（2番人気）�� 29505（4番人気）�� 11276（10番人気）
3連複票数 計1233968 的中 ��� 42116（5番人気）
3連単票数 計1928507 的中 ��� 18615（12番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティマブラッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．12．20 阪神5着

2012．4．30生 牝4青鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 12戦3勝 賞金 47，194，000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 ウォーターショパン号
※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。

01082 1月23日 曇 良 （28京都1）第7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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 マ カ ヒ キ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－102：02．4 1．6�

11 ノーブルマーズ 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 474＋ 22：02．61� 23．0�
88 ブラックスピネル 牡3黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：02．92 4．7�
77 キンショーユキヒメ 牝3芦 54 川田 将雅礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 500± 02：03．0	 36．1�
22 レインボーフラッグ 牡3鹿 56 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 30．5	
33 ロ ス カ ボ ス 牡3黒鹿57 M．デムーロ吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 510＋122：03．32 4．3

44 ドラゴンカップ 牡3鹿 56 武 豊窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450＋ 22：03．51� 13．6�
66 
 アメリカンヘブン 牡3鹿 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 494＋ 62：03．6	 49．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 81，151，800円 複勝： 187，572，000円 枠連： 発売なし
馬連： 143，509，100円 馬単： 92，678，600円 ワイド： 59，373，500円
3連複： 147，903，700円 3連単： 456，033，200円 計： 1，168，221，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 530円 �� 180円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，850円

票 数

単勝票数 計 811518 的中 � 396946（1番人気）
複勝票数 計1875720 的中 � 1394582（1番人気）� 43734（5番人気）� 148723（2番人気）
馬連票数 計1435091 的中 �� 59414（5番人気）
馬単票数 計 926786 的中 �� 30105（8番人気）
ワイド票数 計 593735 的中 �� 24982（6番人気）�� 107637（1番人気）�� 20746（7番人気）
3連複票数 計1479037 的中 ��� 75277（4番人気）
3連単票数 計4560332 的中 ��� 48202（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．6―13．1―12．7―13．2―12．3―11．4―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．6―50．7―1：03．4―1：16．6―1：28．9―1：40．3―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．5
1
3
1－2－（6，4）5，3，7－8
1－6，2，4，3，5（7，8）

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

勝馬の
紹 介

マ カ ヒ キ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．18 京都1着

2013．1．28生 牡3鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 2戦2勝 賞金 26，196，000円



01083 1月23日 曇 良 （28京都1）第7日 第11競走 ��
��1，200�

うずまさ

太秦ステークス
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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

44 ブルドッグボス 牡4鹿 55 M．デムーロ Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 520＋ 61：11．1 3．3�
79 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 508＋ 41：11．52	 16．8�
710 トキノゲンジ 牡8鹿 56 S．フォーリー 中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 522＋14 〃 ハナ 12．7�

（愛）

11 オースミイージー 牡8鹿 56 酒井 学�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 524＋ 81：11．71
 86．6�
811 アメージングタクト 牡6鹿 56 小牧 太 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：11．91 60．1	
812 ミヤジエルビス 牡6青鹿56 D．マクドノー 曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 492± 01：12．11 36．6


（愛）

67 � サウンドガガ 牝7黒鹿57 川田 将雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

510＋18 〃 アタマ 12．3�
22 カ ジ キ 牡7鹿 57 武 豊幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 510＋ 41：12．31
 3．3�
55 デルマヌラリヒョン 牡6鹿 56 太宰 啓介浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 500－ 21：12．51 36．2
68 シ ゲ ル カ ガ 牡5鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 526＋101：12．6	 4．9�
33 サ フ ィ ロ ス 牡4鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482± 01：12．92 7．3�
56 タガノアザガル 牡4黒鹿55 �島 良太八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 41：13．11
 98．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 83，392，500円 複勝： 106，048，200円 枠連： 50，956，100円
馬連： 260，989，500円 馬単： 120，454，100円 ワイド： 104，700，000円
3連複： 340，877，500円 3連単： 596，112，700円 計： 1，663，530，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 390円 � 320円 枠 連（4－7） 1，160円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 750円 �� 720円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 25，650円

票 数

単勝票数 計 833925 的中 � 200185（1番人気）
複勝票数 計1060482 的中 � 251666（1番人気）� 58078（7番人気）� 72735（6番人気）
枠連票数 計 509561 的中 （4－7） 33878（5番人気）
馬連票数 計2609895 的中 �� 89070（10番人気）
馬単票数 計1204541 的中 �� 25416（15番人気）
ワイド票数 計1047000 的中 �� 36335（10番人気）�� 38512（9番人気）�� 13869（20番人気）
3連複票数 計3408775 的中 ��� 43243（24番人気）
3連単票数 計5961127 的中 ��� 16847（81番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．9―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルドッグボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．10．19 京都1着

2012．4．20生 牡4鹿 母 リファールカンヌ 母母 リファールニース 11戦5勝 賞金 102，813，000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。

01084 1月23日 曇 良 （28京都1）第7日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

22 ステイインシアトル 牡5黒鹿57 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 42：02．3 1．9�
66 レッドカイザー 牡5黒鹿57 酒井 学 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 504－ 22：02．61� 18．9�
55 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 444－ 22：02．7� 8．0�

（愛）

44 アドマイヤメテオ 牡5青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 ハナ 6．7�
11 マイネルレオーネ 牡4黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408＋ 2 〃 ハナ 36．9�
810 スズカステイボーイ 牡4鹿 56 M．デムーロ永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B438＋ 62：02．8� 3．8	
78 ハイプレッシャー 牡5黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542＋122：02．9� 26．9

33 ラテラルアーク �5栗 57 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 482± 02：03．11	 15．5�
811 ヴォルスング 牡5鹿 57 松若 風馬 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 62：03．52� 62．2
67 ダンツカペラ 牡4黒鹿56 田中 健山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 490＋ 22：03．6� 198．4�
79 ヴ ェ リ テ �4栗 56 D．マクドノー 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 484－ 2 〃 クビ 90．0�
（愛）

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，409，000円 複勝： 108，156，300円 枠連： 26，041，100円
馬連： 130，726，100円 馬単： 79，270，100円 ワイド： 65，894，000円
3連複： 162，578，000円 3連単： 360，459，700円 計： 993，534，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 320円 � 190円 枠 連（2－6） 1，490円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 650円 �� 300円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 604090 的中 � 243614（1番人気）
複勝票数 計1081563 的中 � 585298（1番人気）� 40856（6番人気）� 84333（4番人気）
枠連票数 計 260411 的中 （2－6） 13524（5番人気）
馬連票数 計1307261 的中 �� 60149（6番人気）
馬単票数 計 792701 的中 �� 31065（5番人気）
ワイド票数 計 658940 的中 �� 24932（7番人気）�� 62818（2番人気）�� 9773（20番人気）
3連複票数 計1625780 的中 ��� 37281（11番人気）
3連単票数 計3604597 的中 ��� 28758（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．6―50．3―1：02．9―1：15．9―1：28．1―1：39．7―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステイインシアトル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．4．12 福島1着

2011．1．11生 牡5黒鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 4戦2勝 賞金 15，500，000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。



（28京都1）第7日 1月23日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

218，370，000円
8，160，000円
1，310，000円
22，350，000円
63，833，500円
4，108，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
470，326，700円
850，570，500円
205，676，600円
1，043，924，400円
569，171，600円
522，065，200円
1，303，630，100円
2，392，509，200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 7，357，874，300円

総入場人員 12，206名 （有料入場人員 11，551名）
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