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01073 1月18日 晴 重 （27京都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

713� アヴェーヌモン 牡3鹿 56 D．バルジュー 加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice B532＋ 61：11．7 21．6�

（伊）

12 バ リ キ 牡3栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 446－ 21：11．91� 4．5�
48 メイショウボノム 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460± 01：12．32	 2．7�
36 ディプロイディ 牡3黒鹿56 高倉 稜加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 546＋ 41：12．83 198．8�
510� セイウンデライラ 牝3栗 54 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &

Thorne,Inc. 488＋ 4 〃 クビ 17．0�
24 ニホンピロヘーラー 牝3鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484＋ 21：13．01� 55．1�
611 キャロライン 牡3栗 56 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 492－ 21：13．21� 172．8	
47 ハイイノベーション 牡3栗 56 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 
川フアーム 458＋ 81：13．41� 281．2

11 エルフベレーザ 牝3黒鹿54 熊沢 重文村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B444－ 4 〃 クビ 296．5�
59 グロビュール 牡3栗 56 国分 優作高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 470＋ 41：13．5クビ 388．7�
612 ティーエスアルスト 牡3栗 56 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 442＋201：13．6	 10．9
35 ジョーハリス 牡3鹿 56 藤田 伸二上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 448＋ 61：13．81� 27．6�
714 メイショウクオン 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 508± 01：13．9	 44．1�
23 コウエイトゥルース 牡3黒鹿56 武 豊伊東 政清氏 森 秀行 新ひだか 元道牧場 520± 0 〃 クビ 5．2�
815 サワヤカムスメ 牝3鹿 54 津村 明秀永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 426－ 2 〃 同着 53．1�
816 ウエスタンラムール 牡3黒鹿56 C．デムーロ 西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 454＋ 81：16．6大差 6．1�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，538，400円 複勝： 33，786，700円 枠連： 13，086，000円
馬連： 54，287，100円 馬単： 29，877，300円 ワイド： 29，080，000円
3連複： 74，365，400円 3連単： 103，380，100円 計： 362，401，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 390円 � 140円 � 130円 枠 連（1－7） 2，710円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，170円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 39，170円

票 数

単勝票数 計 245384 的中 � 9067（7番人気）
複勝票数 計 337867 的中 � 14462（6番人気）� 71012（2番人気）� 81350（1番人気）
枠連票数 計 130860 的中 （1－7） 3730（11番人気）
馬連票数 計 542871 的中 �� 10768（10番人気）
馬単票数 計 298773 的中 �� 2333（33番人気）
ワイド票数 計 290800 的中 �� 5513（12番人気）�� 5816（9番人気）�� 32330（1番人気）
3連複票数 計 743654 的中 ��� 17395（6番人気）
3連単票数 計1033801 的中 ��� 1913（114番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アヴェーヌモン �
�
父 Lantana Mob �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．10．19 東京6着

2012．4．10生 牡3鹿 母 Princes Melissa 母母 Eggs Binnedict 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンラムール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月18日まで平

地競走に出走できない。
※エルフベレーザ号は，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。

01074 1月18日 晴 重 （27京都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

35 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 526－ 61：53．6 4．6�
47 モ ー グ リ 牡3栗 56 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 548＋ 21：53．81� 5．9�
23 アイファーラブオー 牡3鹿 56 秋山真一郎中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 524－10 〃 クビ 13．9�
815 ギンザセレクト 牡3青鹿56 藤岡 佑介有馬 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 496－ 21：53．9クビ 75．5�
12 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 古川 吉洋吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 21：54．0� 24．4�
611 ダ ン カ ン 牡3鹿 56 酒井 学杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450－ 2 〃 クビ 14．0�
24 ヒロノカマオレ 牡3栗 56 福永 祐一守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 484－ 21：54．1� 3．3	
11 スズカプレスト 牡3鹿 56 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－ 21：54．2� 19．0


（伊）

612 キングザバゴ 牡3青鹿56 太宰 啓介西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 508＋ 21：54．41� 30．9�
48 トゥラクレス 牡3鹿 56 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528± 01：55．03� 50．7
816 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 国分 優作西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 470± 01：55．21� 4．5�
36 スリーファイヤー 牝3栗 54 津村 明秀永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 418－ 41：56．37 285．4�
59 ワンダーウインディ 牡3黒鹿56 熊沢 重文山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 B506－101：56．72� 134．3�
714 シシャモショウグン 牡3鹿 56 森 一馬大野 満氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 434－101：57．12� 81．3�
713 シャイニーサン 牡3鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 462－101：57．2� 125．6�
510 ジョーキーパーソン 牡3鹿 56 池添 謙一上田けい子氏 角田 晃一 浦河 斉藤 政志 438－ 21：57．62� 60．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，835，600円 複勝： 27，780，000円 枠連： 13，559，900円
馬連： 44，374，400円 馬単： 24，199，000円 ワイド： 24，962，000円
3連複： 59，398，200円 3連単： 78，072，300円 計： 293，181，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 210円 � 370円 枠 連（3－4） 960円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，200円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計 208356 的中 � 36235（3番人気）
複勝票数 計 277800 的中 � 55266（2番人気）� 35040（4番人気）� 15471（6番人気）
枠連票数 計 135599 的中 （3－4） 10871（4番人気）
馬連票数 計 443744 的中 �� 27597（3番人気）
馬単票数 計 241990 的中 �� 7805（7番人気）
ワイド票数 計 249620 的中 �� 14319（3番人気）�� 5155（12番人気）�� 4419（16番人気）
3連複票数 計 593982 的中 ��� 8981（13番人気）
3連単票数 計 780723 的中 ��� 2710（47番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．9―12．8―12．7―12．8―12．8―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．7―49．5―1：02．2―1：15．0―1：27．8―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラパッキャオ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．11．30 京都10着

2012．5．22生 牡3鹿 母 ナムララピス 母母 コスモトップレディ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
※ジョーキーパーソン号は，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７日



01075 1月18日 晴 重 （27京都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

47 コ モ ド ー 牡3青鹿56 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480± 01：25．4 15．2�

（伊）

59 ペプチドアルマ 牡3黒鹿56 畑端 省吾沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 458± 0 〃 クビ 51．2�
713 ジニアスミノル 牝3鹿 54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 422＋ 21：25．71� 10．5�
816 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56 秋山真一郎�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448± 01：25．8� 10．7�
11 メイショウゲントク 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 456± 01：26．01� 13．6�
23 エイシンダンサー 牡3鹿 56 福永 祐一	栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 458－ 2 〃 クビ 3．5

35 ラインシュナイダー 牡3鹿 56 国分 優作大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 472＋ 21：26．1クビ 4．3�
24 リッシンハレルヤ 牡3栗 56 熊沢 重文小原 該一氏 作田 誠二 日高 幾千世牧場 490－ 21：26．31� 112．5�
510 ヤマイチキセキ 牡3鹿 56 太宰 啓介坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 478－ 41：26．72� 5．9
714 リッカクロフネ 牡3芦 56 岩田 康誠立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 476－ 21：27．01� 5．3�
48 ナムラミカサ 牡3鹿 56 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 482－ 21：27．1� 154．8�
611 ウルドシャトル 牡3栗 56 藤岡 佑介谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 452－ 21：27．2クビ 460．8�
815 プリュクベル 牝3鹿 54 武 幸四郎加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 41：27．3� 114．4�
612 グリーンマイル 牡3鹿 56 酒井 学石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 山口 義彦 500－ 4 〃 クビ 140．5�
12 テイエムイプシロン 牡3栗 56 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高テイエム

牧場株式会社 458－ 21：30．9大差 299．2�
（15頭）

36 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 小牧 太松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，539，000円 複勝： 34，911，500円 枠連： 13，575，800円
馬連： 50，419，600円 馬単： 27，580，700円 ワイド： 27，916，500円
3連複： 66，666，500円 3連単： 93，226，600円 計： 338，836，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 510円 � 1，210円 � 410円 枠 連（4－5） 4，920円

馬 連 �� 35，490円 馬 単 �� 57，780円

ワ イ ド �� 8，910円 �� 3，170円 �� 7，570円

3 連 複 ��� 174，210円 3 連 単 ��� 889，330円

票 数

単勝票数 計 245390 的中 � 12866（8番人気）
複勝票数 計 349115 的中 � 18563（8番人気）� 7036（9番人気）� 23684（6番人気）
枠連票数 計 135758 的中 （4－5） 2135（19番人気）
馬連票数 計 504196 的中 �� 1101（42番人気）
馬単票数 計 275807 的中 �� 358（78番人気）
ワイド票数 計 279165 的中 �� 804（41番人気）�� 2296（28番人気）�� 948（35番人気）
3連複票数 計 666665 的中 ��� 287（175番人気）
3連単票数 計 932266 的中 ��� 76（910番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―12．5―12．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．4―47．9―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ モ ド ー �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．11．8 京都10着

2012．1．29生 牡3青鹿 母 レディミドルトン 母母 Danuta 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ヴェリタスキング号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムイプシロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月18日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルデンガク号
※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。

01076 1月18日 晴 重 （27京都1）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

813 リ ア フ ァ ル 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－ 81：52．1 12．6�
814 ジュンスパーヒカル 牡3鹿 56 四位 洋文河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 81：52．52� 13．9�
610 ライドオンウインド 牡3栗 56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 500＋ 21：52．71� 16．6�
69 ラブミークン 牡3栗 56 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 472－ 2 〃 クビ 67．9�
58 グランカマラード 牡3栗 56 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：52．8クビ 7．4	
33 ショコラブラン 牡3芦 56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 21：53．01� 3．4

45 ナムラカモン 牡3栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 450－ 61：53．21� 45．3�
11 トーセンマリオン 牝3栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 448－ 61：53．41� 41．1
46 ドリームタイド 牡3鹿 56 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 新冠 つつみ牧場 530± 01：53．5クビ 2．3�
711 ビッグスペンダー 牡3鹿 56 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 448－ 41：53．82 51．7�
22 スマイルフォース 牡3鹿 56 C．デムーロ 上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 462－ 61：54．01� 16．9�

（仏）

712 ピ ン ク マ ン 牡3黒鹿56 藤田 伸二福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 454＋ 21：54．1� 35．0�
34 	 エメラルウルトラ 牡3鹿 56 国分 優作高橋 勉氏 羽月 友彦 新ひだか 出羽牧場 466－ 41：55．59 306．3�
57 ケンブリッジゴール 牡3栗 56 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 450－ 41：56．24 73．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，583，200円 複勝： 48，000，200円 枠連： 17，270，300円
馬連： 70，787，500円 馬単： 39，406，000円 ワイド： 40，275，500円
3連複： 88，498，800円 3連単： 133，205，100円 計： 472，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 350円 � 380円 � 370円 枠 連（8－8） 5，240円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 2，450円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 19，840円 3 連 単 ��� 112，030円

票 数

単勝票数 計 345832 的中 � 21815（4番人気）
複勝票数 計 480002 的中 � 36967（4番人気）� 32668（6番人気）� 34149（5番人気）
枠連票数 計 172703 的中 （8－8） 2551（18番人気）
馬連票数 計 707875 的中 �� 12001（15番人気）
馬単票数 計 394060 的中 �� 3587（26番人気）
ワイド票数 計 402755 的中 �� 6787（13番人気）�� 4200（24番人気）�� 4658（20番人気）
3連複票数 計 884988 的中 ��� 3345（59番人気）
3連単票数 計1332051 的中 ��� 862（306番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．8―12．9―12．7―12．9―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．8―49．7―1：02．4―1：15．3―1：27．7―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ア フ ァ ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．12．13 阪神1着

2012．2．5生 牡3鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走状況〕 トーセンマリオン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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18日 晴 良 （27京都1）第7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

47 リベレーター 牡3鹿 56 四位 洋文 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 482－ 21：50．3 2．4�
24 ピースオブジャパン 牡3栗 56 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 484＋ 4 〃 ハナ 6．5�
510 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 北村 友一大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 482＋101：50．4� 131．9�
714 ウェーブキング 牡3鹿 56 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 490－101：50．5� 4．2�
23 コスモジョイジョイ 牡3鹿 56 C．デムーロ �ビッグレッドファーム 西園 正都 日高 田端牧場 462－ 2 〃 ハナ 19．4�

（仏）

815 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 藤田 伸二山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 462＋ 21：50．6クビ 33．4	
36 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿56 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 2 〃 クビ 39．2

48 オ マ ケ 牝3鹿 54 秋山真一郎小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444＋ 21：50．81� 75．8�
35 ネージュドール 牡3芦 56 武 豊池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 428－ 21：50．9� 16．3�
59 ジムノペディ 牝3芦 54 浜中 俊吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 452－ 21：51．0� 15．3
612 メリーモナーク 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458± 01：51．1� 7．0�
11 トウカイクローネ 牡3青鹿56 藤岡 佑介内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 470－ 21：51．2� 25．1�
816 ナンヨーアイリッド 牡3栗 56 酒井 学中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 472－ 61：51．94 149．2�
611 ジーニアスドール 牝3鹿 54 幸 英明�グランプリ 村山 明 安平 ノーザンファーム B464－ 41：52．22 131．4�
713 ヤマカツセレーヌ 牝3栗 54 国分 優作山田 博康氏 松元 茂樹 日高 中原牧場 428－141：52．51� 177．9�
12 イチザサムライ 牡3栗 56 古川 吉洋奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 456－ 21：53．24 241．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，558，900円 複勝： 52，874，300円 枠連： 16，845，500円
馬連： 70，775，900円 馬単： 38，631，700円 ワイド： 38，845，300円
3連複： 89，569，600円 3連単： 131，881，300円 計： 473，982，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 200円 � 2，080円 枠 連（2－4） 670円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 450円 �� 5，290円 �� 11，270円

3 連 複 ��� 29，940円 3 連 単 ��� 71，190円

票 数

単勝票数 計 345589 的中 � 110881（1番人気）
複勝票数 計 528743 的中 � 147237（1番人気）� 67898（4番人気）� 4114（12番人気）
枠連票数 計 168455 的中 （2－4） 19306（2番人気）
馬連票数 計 707759 的中 �� 54956（3番人気）
馬単票数 計 386317 的中 �� 18261（4番人気）
ワイド票数 計 388453 的中 �� 24798（2番人気）�� 1787（42番人気）�� 833（59番人気）
3連複票数 計 895696 的中 ��� 2243（80番人気）
3連単票数 計1318813 的中 ��� 1343（206番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．0―12．8―13．4―12．9―12．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．0―48．8―1：02．2―1：15．1―1：27．5―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．2
3 3，5（4，15）（6，13）（7，9）（8，14）（10，11）12－（16，2）1 4 3，5（4，15）（6，9，13）7（8，14）（10，11，12）－（16，1，2）

勝馬の
紹 介

リベレーター �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．12．27 阪神2着

2012．3．3生 牡3鹿 母 スタンドオンエンド 母母 Delaware Country 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

01078 1月18日 晴 良 （27京都1）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

46 � ネオアトラクション 牡3鹿 56 C．デムーロ 林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors
Farming 478 ―1：36．4 3．3�

（仏）

33 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 472 ―1：36．61� 10．7�

814 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 470 ― 〃 クビ 8．7�
57 サウンドアプローズ 牡3黒鹿56 武 豊増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494 ―1：36．7	 5．3�
22 ミスロンリーハーツ 牝3鹿 54 太宰 啓介高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 426 ― 〃 クビ 62．1�
45 レッドリーガル 牡3鹿 56 浜中 俊 	東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 488 ―1：36．8クビ 3．9

34 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿54 四位 洋文天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 428 ―1：36．9	 15．4�

（トーワエリザベス）

58 マイネルリコルド 牡3鹿 56 津村 明秀 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 486 ―1：37．22 27．5�

711 ラブエンジェル 牝3鹿 54 幸 英明 M・
Kenichiホールディング	 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 462 ―1：37．51
 48．4

813 クレスコエルザ 牝3鹿 54 福永 祐一堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 434 ―1：37．71� 13．3�
712 ヘ ラ ル ド 牝3鹿 54 D．バルジュー �三嶋牧場 中内田充正 浦河 三嶋牧場 416 ―1：37．8
 40．5�

（伊）

610 コスモプランニング 牡3黒鹿56 高倉 稜岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 酒井 秀紀 484 ―1：38．97 49．2�
11 メイショウラガール 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 杵臼牧場 412 ―1：39．11	 129．2�
69 ヨドノナイト 牡3鹿 56 国分 優作海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 498 ― （競走中止） 25．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，928，300円 複勝： 35，035，400円 枠連： 20，429，300円
馬連： 55，736，500円 馬単： 30，957，200円 ワイド： 28，983，900円
3連複： 65，439，500円 3連単： 94，741，300円 計： 358，251，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 330円 � 280円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 850円 �� 730円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 28，110円

票 数

単勝票数 計 269283 的中 � 64094（1番人気）
複勝票数 計 350354 的中 � 74947（1番人気）� 23553（6番人気）� 28536（4番人気）
枠連票数 計 204293 的中 （3－4） 25530（3番人気）
馬連票数 計 557365 的中 �� 22795（4番人気）
馬単票数 計 309572 的中 �� 6896（8番人気）
ワイド票数 計 289839 的中 �� 8800（8番人気）�� 10501（4番人気）�� 4526（19番人気）
3連複票数 計 654395 的中 ��� 7753（18番人気）
3連単票数 計 947413 的中 ��� 2443（72番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．0―12．5―12．6―12．3―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．0―48．5―1：01．1―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオアトラクション �
�
父 Montjeu �

�
母父 Efisio 初出走

2012．4．23生 牡3鹿 母 Attraction 母母 Flirtation 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。
〔競走中止〕 ヨドノナイト号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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18日 晴 重 （27京都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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

55 フォントルロイ 牡6鹿 57 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 518＋281：58．2 6．0�
44 � キーアシスト 牡4鹿 56 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 490＋ 4 〃 クビ 8．6�
77 ダンツキャッチ 	4鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522＋ 21：58．3クビ 12．8�
22 レッドアライヴ 牡4鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460＋ 41：58．62 7．9�
88 � ダンスールクレール 	4鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480± 01：59．02
 2．3	
11 ジ リ オ ン 牡5黒鹿57 北村 友一近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B546＋101：59．1� 20．4

89 モ ズ ス タ ー 牡4鹿 56 国分 優作北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 宮内牧場 472－ 62：00．37 7．4�
66 ゴットロブロイ 牡4栗 56 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 522＋ 82：00．93
 7．3�
33 サトノミラクル 牡4鹿 56 C．デムーロ 里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B548－ 8 〃 ハナ 39．1

（仏）

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，562，900円 複勝： 36，025，700円 枠連： 11，024，600円
馬連： 60，656，000円 馬単： 37，551，800円 ワイド： 29，010，800円
3連複： 66，789，800円 3連単： 138，184，300円 計： 406，805，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 240円 � 300円 枠 連（4－5） 2，260円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，160円 �� 990円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 36，790円

票 数

単勝票数 計 275629 的中 � 36356（2番人気）
複勝票数 計 360257 的中 � 39129（4番人気）� 40368（2番人気）� 30072（7番人気）
枠連票数 計 110246 的中 （4－5） 3766（8番人気）
馬連票数 計 606560 的中 �� 14986（12番人気）
馬単票数 計 375518 的中 �� 4852（23番人気）
ワイド票数 計 290108 的中 �� 7618（13番人気）�� 6354（19番人気）�� 7562（14番人気）
3連複票数 計 667898 的中 ��� 6591（30番人気）
3連単票数 計1381843 的中 ��� 2723（132番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―12．0―13．2―12．3―12．4―12．5―12．8―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．0―30．0―43．2―55．5―1：07．9―1：20．4―1：33．2―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォントルロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．7．9 函館9着

2009．1．23生 牡6鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 34戦3勝 賞金 47，228，000円
〔制裁〕 フォントルロイ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01080 1月18日 晴 重 （27京都1）第7日 第8競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

33 ピースマーク 牡4鹿 56 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 512＋ 41：23．8 24．4�
55 ヴェアデイロス 牡6鹿 57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 452－ 21：24．22� 3．3�
56 ナリタロック 牡5栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500－ 41：24．51� 3．3�
44 トレノカチドキ 牡4栗 56 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 466－ 21：24．71� 16．5�
11 カノヤプレジデント 	5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 488＋ 21：24．91 9．9�
22 アラートミノル 牡4鹿 56 岩田 康誠吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474－ 21：25．0� 16．2	
68 タマモベルモット 牡5鹿 57 太宰 啓介タマモ� 河内 洋 新冠 対馬 正 B492＋ 61：25．31� 30．8

67 グロシュラライト 牡5黒鹿57 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 462± 01：25．51� 6．1�
812
 サンライズシルバー 牡5芦 57 小牧 太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472＋ 21：25．6� 15．3�
710 ファイネスト 牡4栗 56 浜中 俊 キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋101：25．81� 8．8�
79 
 クリノロブソン 牡5黒鹿57 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 浦河 ダイヤモンドファーム 450± 01：26．43� 223．2�
811 アロウィーバイオ 牡5鹿 57 古川 吉洋バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 B494＋10 〃 クビ 52．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，715，600円 複勝： 43，162，600円 枠連： 17，770，700円
馬連： 70，086，400円 馬単： 40，225，800円 ワイド： 36，371，400円
3連複： 87，871，500円 3連単： 146，236，900円 計： 470，440，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 550円 � 140円 � 130円 枠 連（3－5） 2，050円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 12，110円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，180円 �� 220円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 37，660円

票 数

単勝票数 計 287156 的中 � 9402（9番人気）
複勝票数 計 431626 的中 � 12309（9番人気）� 87106（2番人気）� 113496（1番人気）
枠連票数 計 177707 的中 （3－5） 6707（8番人気）
馬連票数 計 700864 的中 �� 11430（17番人気）
馬単票数 計 402258 的中 �� 2491（42番人気）
ワイド票数 計 363714 的中 �� 6222（18番人気）�� 6985（17番人気）�� 51526（1番人気）
3連複票数 計 878715 的中 ��� 17687（10番人気）
3連単票数 計1462369 的中 ��� 2815（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．6―47．9―1：00．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースマーク �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2014．6．29 阪神15着

2011．3．9生 牡4鹿 母 エリモハルカ 母母 エリモメロディー 3戦1勝 賞金 7，500，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



01081 1月18日 晴 重 （27京都1）第7日 第9競走 ��
��1，900�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走14時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

79 � アムールブリエ 牝4鹿 54 浜中 俊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Ltd. 478－ 41：56．8 4．0�

55 コ ル ー ジ ャ 	7鹿 57 池添 謙一野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B498± 01：57．11
 10．4�
33 アドマイヤランディ 牡4栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510± 01：57．2� 2．0�
810 スズカヴィグラス 牡6鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B504－ 41：57．41� 48．2�
44 キャニオンバレー 牝5青鹿55 太宰 啓介松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 504± 01：57．61� 17．0�
11 ナンヨーマーク 牡4青鹿56 D．バルジュー 中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 520＋ 2 〃 クビ 6．5�

（伊）

811 サイモンガーランド 牝6鹿 55 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 61：57．7
 17．0	
67 ナリタハリケーン 牡6鹿 57 北村 友一
オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 4 〃 アタマ 31．8�
78 キタサンシンガー 牡6芦 57 幸 英明�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 510－ 61：58．65 107．7
66 スズカルーセント 牡7鹿 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 526＋ 61：59．55 15．4�
22 ゴールデンヒーロー 牡5鹿 57 C．デムーロ �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 02：00．03 55．3�
（仏）

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，647，200円 複勝： 54，147，300円 枠連： 20，552，500円
馬連： 104，164，600円 馬単： 58，920，400円 ワイド： 46，047，300円
3連複： 124，406，300円 3連単： 244，063，600円 計： 691，949，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（5－7） 2，300円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 550円 �� 190円 �� 330円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 396472 的中 � 77632（2番人気）
複勝票数 計 541473 的中 � 97516（2番人気）� 54343（4番人気）� 183809（1番人気）
枠連票数 計 205525 的中 （5－7） 6913（9番人気）
馬連票数 計1041646 的中 �� 38012（8番人気）
馬単票数 計 589204 的中 �� 13357（11番人気）
ワイド票数 計 460473 的中 �� 18170（6番人気）�� 71133（1番人気）�� 34018（3番人気）
3連複票数 計1244063 的中 ��� 108387（2番人気）
3連単票数 計2440636 的中 ��� 22488（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―29．2―41．8―54．8―1：08．0―1：20．6―1：33．0―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アムールブリエ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．9．28 阪神9着

2011．5．21生 牝4鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 11戦4勝 賞金 54，377，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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18日 晴 良 （27京都1）第7日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
牝，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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

46 コンテッサトゥーレ 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 448＋ 81：21．9 3．2�
（仏）

57 ラッフォルツァート 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 4 〃 クビ 6．0�

712 ウインアキレア 牝3鹿 54 池添 謙一�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 41：22．32� 136．1�
814 ラホーヤビーチ 牝3青鹿54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 452－ 4 〃 クビ 92．9�
711 ノーブルルージュ 牝3黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 444－ 2 〃 アタマ 23．1	
58 ク ロ ー ソ ー 牝3鹿 54 秋山真一郎大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 406－10 〃 ハナ 9．2

813 ジ ル ダ 牝3鹿 54 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 422± 01：22．4クビ 17．9�
45 エリーティアラ 牝3青鹿54 津村 明秀谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B466－ 61：22．5	 64．7�
11 エ フ ェ ク ト 牝3青鹿54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 454＋ 4 〃 アタマ 26．3
34 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿54 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 424± 0 〃 クビ 16．2�
69 フェアラフィネ 牝3芦 54 浜中 俊髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 440＋ 21：22．6	 39．9�
610 トロピカルガーデン 牝3鹿 54 武 豊田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 464－ 21：22．81 19．5�
22 ウインバニラスカイ 牝3芦 54 D．バルジュー �ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 446± 01：23．54 79．2�

（伊）

33 アルマオンディーナ 牝3鹿 54 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 452＋ 2 （競走中止） 2．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 58，556，700円 複勝： 74，343，400円 枠連： 33，173，100円
馬連： 172，887，500円 馬単： 88，461，300円 ワイド： 68，677，400円
3連複： 199，867，300円 3連単： 335，958，200円 計： 1，031，924，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 200円 � 2，410円 枠 連（4－5） 620円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 420円 �� 7，250円 �� 7，350円

3 連 複 ��� 33，430円 3 連 単 ��� 106，820円

票 数

単勝票数 計 585567 的中 � 145275（2番人気）
複勝票数 計 743434 的中 � 150622（2番人気）� 102208（3番人気）� 5551（14番人気）
枠連票数 計 331731 的中 （4－5） 41408（3番人気）
馬連票数 計1728875 的中 �� 129487（3番人気）
馬単票数 計 884613 的中 �� 45939（3番人気）
ワイド票数 計 686774 的中 �� 47297（3番人気）�� 2286（56番人気）�� 2255（57番人気）
3連複票数 計1998673 的中 ��� 4484（92番人気）
3連単票数 計3359582 的中 ��� 2280（310番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．4―47．5―59．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンテッサトゥーレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．24 京都1着

2012．4．5生 牝3鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 2戦2勝 賞金 26，315，000円
〔競走中止〕 アルマオンディーナ号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

２レース目



01083 1月18日 晴 良 （27京都1）第7日 第11競走 ��
��2，400�第62回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，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

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，302，000円 372，000円 186，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

24 アドマイヤデウス 牡4栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478＋ 82：24．8 12．1�
35 フーラブライド 牝6鹿 55 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 476－ 62：24．9� 17．4�
36 アドマイヤフライト 牡6鹿 56 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 550＋202：25．0� 14．5�
510 コウエイオトメ 牝7鹿 51 北村 友一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 486＋ 22：25．21� 22．4�
714 ダ コ ー ル 牡7鹿 57 福永 祐一�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 488＋ 82：25．3	 14．9�
12 ハギノハイブリッド 牡4栗 55 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 10．0	
47 タマモベストプレイ 牡5栗 57 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 498＋142：25．4	 5．5

818 トウシンモンステラ 牡5黒鹿54 武 豊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 490＋12 〃 ハナ 6．1�
611
 ビービートレイター 牡5黒鹿54 四位 洋文�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 488－ 4 〃 クビ 16．7
11 ゼンノルジェロ 牡7青 53 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 ハナ 95．7�
59 サトノノブレス 牡5黒鹿58 池添 謙一里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 512± 02：25．5	 4．0�
817 ムーンリットレイク 牡7鹿 56 C．デムーロ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 クビ 59．1�

（仏）

23 ホーカーテンペスト 牡6栗 55 浜中 俊 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：25．6クビ 8．9�
715 コスモロビン 牡7鹿 55 D．バルジュー �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 B516－182：25．81� 114．7�

（伊）

713 ヴィクトリースター 牡7鹿 52 太宰 啓介 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 クビ 134．6�
612 アクションスター 牡5栗 54 小牧 太福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 22：25．9� 80．0�
48 メイショウカンパク 牡8黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 494＋ 62：26．53	 165．3�
816
 メイショウサミット 牡9鹿 50 荻野 琢真松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 530－ 22：28．5大差 142．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 168，691，500円 複勝： 239，369，200円 枠連： 161，065，600円 馬連： 765，459，400円 馬単： 301，227，300円
ワイド： 277，323，400円 3連複： 1，092，921，200円 3連単： 1，662，608，300円 5重勝： 644，081，700円 計： 5，312，747，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 480円 � 430円 � 480円 枠 連（2－3） 2，100円

馬 連 �� 10，150円 馬 単 �� 19，580円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 2，970円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 35，650円 3 連 単 ��� 200，130円

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

キャリーオーバー なし����� 3，364，600円

票 数

単勝票数 計1686915 的中 � 111463（6番人気）
複勝票数 計2393692 的中 � 132004（9番人気）� 149801（6番人気）� 129158（10番人気）
枠連票数 計1610656 的中 （2－3） 59194（11番人気）
馬連票数 計7654594 的中 �� 58402（41番人気）
馬単票数 計3012273 的中 �� 11538（78番人気）
ワイド票数 計2773234 的中 �� 22211（49番人気）�� 24005（44番人気）�� 30439（30番人気）
3連複票数 計10929212 的中 ��� 22991（125番人気）
3連単票数 計16626083 的中 ��� 6023（708番人気）
5重勝票数 計6440817 的中 ����� 134

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―12．4―12．4―12．3―12．6―12．7―12．3―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．1―35．7―48．1―1：00．5―1：12．8―1：25．4―1：38．1―1：50．4―2：02．0―2：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4
1
3

16－17（6，7）11（4，5，10）（1，2，9）13（14，3，8）15－18－12
16－17（6，7）11，5（4，2，10）（1，9）（14，13）3（18，8）15，12

2
4

16－17（6，7）（5，11）（4，10）（1，2）9，14（3，13）8（18，15）－12・（17，7，11）16（6，5，10）（4，2，9）3（1，14，13）8，18（15，12）
勝馬の
紹 介

アドマイヤデウス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．3 京都3着

2011．6．6生 牡4栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 9戦4勝 賞金 95，862，000円
〔制裁〕 タマモベストプレイ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・17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。

01084 1月18日 晴 重 （27京都1）第7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）
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

68 メイショウアイアン 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 500＋121：24．1 6．2�
79 レッドロンメル 牡4栗 56 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－ 21：24．31� 6．3�
33 サクラエール 牡4黒鹿56 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 474＋ 2 〃 クビ 56．0�
22 ツヨシノブルーム 	6芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 506＋ 6 〃 アタマ 148．9�
710 フミノファルコン 牡5黒鹿57 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 542－ 21：24．4クビ 1．8�
811 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 466－ 21：24．61
 172．7	
44 シゲルケンシン 牡8鹿 57 太宰 啓介森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 480± 01：24．81� 132．8

812 ブラボーランサー 牡4鹿 56 国分 優作田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 528＋ 21：25．01� 48．5�
56 ソ ラ ニ ー 牡5黒鹿57 津村 明秀井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 B494± 01：25．42
 11．3�
55 バ コ パ 牡6栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482＋ 21：25．72 17．4
11 キクノメテオ 牡5芦 57 幸 英明菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 丸村村下

ファーム 490＋ 41：26．12
 54．7�
67 � ダノンクリエーター 牡6栗 57 岩田 康誠�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 528－ 41：26．2
 6．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 78，028，500円 複勝： 142，117，500円 枠連： 42，722，100円
馬連： 180，357，600円 馬単： 111，503，400円 ワイド： 81，364，800円
3連複： 214，360，100円 3連単： 532，218，500円 計： 1，382，672，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 370円 � 370円 � 1，880円 枠 連（6－7） 250円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，860円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 24，460円 3 連 単 ��� 111，610円

票 数

単勝票数 計 780285 的中 � 100313（2番人気）
複勝票数 計1421175 的中 � 108052（3番人気）� 106243（4番人気）� 17602（9番人気）
枠連票数 計 427221 的中 （6－7） 127819（1番人気）
馬連票数 計1803576 的中 �� 61920（6番人気）
馬単票数 計1115034 的中 �� 19469（11番人気）
ワイド票数 計 813648 的中 �� 35431（6番人気）�� 5234（30番人気）�� 5310（28番人気）
3連複票数 計2143601 的中 ��� 6572（51番人気）
3連単票数 計5322185 的中 ��� 3457（241番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．8―12．1―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―35．9―48．0―1：00．0―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアイアン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．8．19 札幌6着

2010．2．15生 牡5鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 16戦4勝 賞金 40，718，000円

５レース目



（27京都1）第7日 1月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

287，390，000円
6，100，000円
2，660，000円
26，400，000円
9，000，000円
67，284，000円
4，648，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
567，185，800円
821，553，800円
381，075，400円
1，699，992，500円
828，541，900円
728，858，300円
2，230，154，200円
3，693，776，500円
644，081，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，595，220，100円

総入場人員 20，886名 （有料入場人員 18，792名）
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