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01025 1月10日 晴 良 （28京都1）第3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

36 ポッドクヒオ 牝3栗 54 M．デムーロ小川眞査雄氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 440＋ 61：54．8 7．1�
24 フレグラントブレス 牝3芦 54 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：55．01 5．2�
612 フォンターナリーリ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482± 01：55．32 1．6�
47 アナザヘヴン 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 452＋ 81：55．93� 16．3�
59 タガノバトラ 牝3鹿 54

52 △�島 克駿八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 422－121：56．21� 175．8�
816 トレノエスプレッソ 牝3鹿 54 秋山真一郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 新ひだか 井高牧場 470－ 81：56．3クビ 29．7

35 リベリーターン 牝3鹿 54 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 486－ 2 〃 ハナ 267．2�
23 アークマイニング 牝3栗 54 幸 英明門野 文典氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 490± 0 〃 クビ 13．9�
12 アメジストデュー 牝3青鹿54 S．フォーリー �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 518－ 21：56．4クビ 44．7

（愛）

611 ストロングヴァンダ 牝3鹿 54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 412± 01：56．61� 203．4�
48 クリスタルキャノン 牝3芦 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 456－ 21：56．7� 84．7�
714 グロリアスメーカー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 428－ 61：56．91� 15．5�
11 ヌ ン ダ ー ウ 牝3鹿 54 菱田 裕二ヌンクラブ	 谷 潔 新冠 赤石 久夫 462－ 21：57．1� 329．6�
713 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 456＋ 2 〃 アタマ 56．0�
510 アレルキナーダ 牝3鹿 54 武 豊服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 502＋ 21：57．95 87．0�
815 タガノバレリーナ 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 22：00．9大差 296．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，542，000円 複勝： 100，480，100円 枠連： 18，998，400円
馬連： 74，266，000円 馬単： 47，859，000円 ワイド： 45，812，400円
3連複： 108，184，400円 3連単： 169，293，300円 計： 602，435，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（2－3） 1，590円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 550円 �� 270円 �� 190円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 12，390円

票 数

単勝票数 計 375420 的中 � 41799（3番人気）
複勝票数 計1004801 的中 � 59816（3番人気）� 85362（2番人気）� 660045（1番人気）
枠連票数 計 189984 的中 （2－3） 9233（5番人気）
馬連票数 計 742660 的中 �� 21160（7番人気）
馬単票数 計 478590 的中 �� 6801（15番人気）
ワイド票数 計 458124 的中 �� 17490（6番人気）�� 43006（2番人気）�� 71802（1番人気）
3連複票数 計1081844 的中 ��� 91409（1番人気）
3連単票数 計1692933 的中 ��� 9902（34番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―13．2―13．3―12．9―13．0―13．1―13．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．7―50．0―1：02．9―1：15．9―1：29．0―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポッドクヒオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．12．12 阪神3着

2013．2．20生 牝3栗 母 ヴァインバッハ 母母 ド メ ー ヌ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノバレリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月10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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クーファレイア号
（非抽選馬） 1頭 ミキノカンタータ号
※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。

01026 1月10日 晴 良 （28京都1）第3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

12 メイショウマスラオ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 482＋ 61：54．3 1．9�
816 カフジキング 牡3鹿 56 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 468＋ 21：54．72� 2．9�
611 トウショウコマンチ 牡3青鹿56 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494－ 61：54．91� 19．0�
48 ゴ テ ツ 牡3青鹿56 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 480± 01：55．11� 6．7�
11 ウォータープリアム 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 508－ 41：55．41� 31．3�
815 リベランジェロ 牡3鹿 56 北村 友一奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 508－ 21：55．5� 199．5	
23 ポ ボ ス 牡3鹿 56 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 520± 01：55．71� 48．7

714 ニホンピロリープ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 498－ 21：56．12� 163．4�
713 タガノジーニアス 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 21：56．73� 12．0�
47 マイネルインディゴ 牡3栗 56 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム B460＋ 2 〃 クビ 196．7
35 タマモベルガモ 牡3栗 56

54 △�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 472＋ 21：56．8� 142．1�
510 スカイエモーション 牡3鹿 56 小牧 太山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 佐竹 学 548－121：56．9クビ 64．4�
24 ジ オ ビ ー ト 牡3黒鹿56 D．マクドノー 小関 勝紀氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 478－ 61：57．11� 298．8�

（愛）

59 キ ニ ス キ ー 牡3栗 56
53 ▲三津谷隼人藤井聡一郎氏 服部 利之 新ひだか カタオカフアーム 422＋ 2 〃 アタマ 307．8�

36 シゲルカツオ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 嶋田牧場 524－ 41：57．73� 126．4�
612 マジックダイオウ 牡3栗 56 小坂 忠士�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 480＋ 81：57．91� 204．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，246，600円 複勝： 66，316，700円 枠連： 18，503，800円
馬連： 71，035，500円 馬単： 47，466，300円 ワイド： 41，331，200円
3連複： 97，697，500円 3連単： 175，237，300円 計： 550，834，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（1－8） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 170円 �� 560円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 332466 的中 � 137298（1番人気）
複勝票数 計 663167 的中 � 267489（1番人気）� 178767（2番人気）� 31300（5番人気）
枠連票数 計 185038 的中 （1－8） 55262（1番人気）
馬連票数 計 710355 的中 �� 191730（1番人気）
馬単票数 計 474663 的中 �� 83030（1番人気）
ワイド票数 計 413312 的中 �� 81883（1番人気）�� 15926（7番人気）�� 14935（8番人気）
3連複票数 計 976975 的中 ��� 58600（3番人気）
3連単票数 計1752373 的中 ��� 39866（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―37．7―50．8―1：04．1―1：16．9―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウマスラオ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2015．12．13 阪神4着

2013．5．20生 牡3鹿 母 ライラックノカオリ 母母 アイテイスター 2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クーイカヌウ号・タガノボワテュール号・マイグランクロア号
※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。

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月10日 晴 良 （28京都1）第3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

23 ガ ン コ 牡3青鹿56 武 豊杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 486＋ 41：26．9 4．8�
47 アテンフェスタ 牡3栗 56 川田 将雅河村 �平氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 480＋ 4 〃 クビ 1．6�
816 ヴ ェ ゼ ー ル 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 536＋ 81：27．0� 25．3�
35 ビリケンラッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平市川 義美氏 高橋 亮 浦河 谷川牧場 512＋ 41：27．53 16．4�
510 ギ ャ デ ィ ス 牡3鹿 56 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 468± 01：27．71� 41．5�
12 カネトシフェイト 牡3黒鹿56 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 448± 01：27．8� 37．1	
24 グランアルバス 牡3鹿 56 岩田 康誠飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 466± 0 〃 ハナ 38．4

611 ストライクイーグル 牡3青鹿56 S．フォーリー �キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 524± 01：28．22� 17．7�

（愛）

11 タガノジャパン 牡3青鹿56 菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 450－ 21：28．4� 40．6
714 ハクユウスターダム 牡3鹿 56 D．マクドノー �H.Iコーポレーション 作田 誠二 浦河 福田牧場 470＋ 21：28．5� 87．4�

（愛）

36 タガノアクセント 牡3黒鹿 56
54 △�島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 浦河 富田牧場 506－101：28．6� 187．1�

612 サンライズウォッチ 牡3栗 56 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 信岡牧場 470－ 4 〃 クビ 53．4�
713 ブルークリフ 牡3鹿 56 小牧 太 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 430－ 81：29．13 10．6�
815 ダッシャークワトロ 牡3鹿 56 F．ヴェロン芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 444－ 41：29．2� 28．1�

（仏）

48 ジョウショー 牡3栗 56 �島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 462＋ 6 〃 ハナ 472．2�
59 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 470－101：29．41� 259．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，937，900円 複勝： 123，745，100円 枠連： 19，270，600円
馬連： 74，077，800円 馬単： 51，649，400円 ワイド： 47，094，000円
3連複： 107，804，700円 3連単： 179，423，900円 計： 636，003，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 110円 � 330円 枠 連（2－4） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，040円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 329379 的中 � 54479（2番人気）
複勝票数 計1237451 的中 � 88373（2番人気）� 921744（1番人気）� 21546（5番人気）
枠連票数 計 192706 的中 （2－4） 48649（1番人気）
馬連票数 計 740778 的中 �� 180246（1番人気）
馬単票数 計 516494 的中 �� 41019（3番人気）
ワイド票数 計 470940 的中 �� 86235（1番人気）�� 9587（14番人気）�� 16967（5番人気）
3連複票数 計1078047 的中 ��� 45244（3番人気）
3連単票数 計1794239 的中 ��� 14387（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．9―36．5―49．3―1：01．8―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン コ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．5 函館2着

2013．3．12生 牡3青鹿 母 シングアップロック 母母 アンティーケリー 7戦1勝 賞金 12，850，000円
〔発走状況〕 ジョウショー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 カネトシフェイト号は，馬場入場時に左後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。
※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） 3頭 サカジロチュウオー号・デスマッチ号・ブルベアシャーク号
（非抽選馬） 1頭 アリアカンタービレ号
※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。

01028 1月10日 晴 良 （28京都1）第3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

510 ス ト リ ク ス 牡3鹿 56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494 ―1：26．4 7．3�

612 エネルムサシ 牡3鹿 56 幸 英明鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 504 ―1：26．71� 8．5�
12 ワンミリオンス 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 482 ―1：26．91� 24．0�
24 サトノワイバーン 牡3黒鹿56 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486 ―1：27．0	 7．6�
47 
 クールゼファー 牝3芦 54 浜中 俊橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 536 ―1：27．1	 4．2�
36 
 エイシンビリケン 牡3黒鹿56 M．デムーロ	栄進堂 西園 正都 米 Patricia L.

Moseley 520 ―1：27．95 3．9

35 ブレイジンフェザー 牡3黒鹿56 高田 潤野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 468 ―1：28．0クビ 35．4�
48 ハートハンター 牝3鹿 54 川須 栄彦�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 笹地牧場 404 ― 〃 クビ 124．1�
59 タガノシャーロット 牝3黒鹿54 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 八木牧場 470 ―1：29．06 4．8
816 ケンブリッジエス 牡3栗 56

54 △�島 克駿中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 460 ―1：29．21� 163．9�
714 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 490 ―1：29．62	 59．6�
23 グランドサッチャー 牝3栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 486 ―1：29．81 94．2�
11 レディバサラ 牝3黒鹿54 松山 弘平増田 和啓氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454 ― 〃 クビ 33．6�
611 イスズイーグル 牡3黒鹿56 国分 優作�イスズ牧場 作田 誠二 浦河 イスズ牧場 504 ―1：30．0� 52．9�
713 エ ペ イ ス ト 牡3鹿 56 藤岡 康太	ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 462 ―1：30．32 136．9�
815 モ デ ス ト 牡3栗 56 太宰 啓介馬場 祥晃氏 安達 昭夫 浦河 荻伏三好フ

アーム 504 ―1：30．83 145．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，677，400円 複勝： 39，814，000円 枠連： 20，358，700円
馬連： 67，525，800円 馬単： 36，885，900円 ワイド： 35，994，100円
3連複： 85，096，000円 3連単： 114，266，000円 計： 429，617，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 280円 � 640円 枠 連（5－6） 1，470円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 2，710円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 23，570円 3 連 単 ��� 98，620円

票 数

単勝票数 計 296774 的中 � 32091（4番人気）
複勝票数 計 398140 的中 � 41393（5番人気）� 39781（6番人気）� 14212（7番人気）
枠連票数 計 203587 的中 （5－6） 10732（7番人気）
馬連票数 計 675258 的中 �� 14610（15番人気）
馬単票数 計 368859 的中 �� 4258（27番人気）
ワイド票数 計 359941 的中 �� 8514（14番人気）�� 3375（27番人気）�� 3791（24番人気）
3連複票数 計 850960 的中 ��� 2707（63番人気）
3連単票数 計1142660 的中 ��� 840（262番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．7―12．8―12．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―36．3―49．1―1：01．7―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ト リ ク ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Reset 初出走

2013．5．6生 牡3鹿 母 フレンチアウル 母母 Arlette 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 エネルムサシ号の騎手幸英明は，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：10番）
※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） 2頭 タガノモーサン号・バトルハルトマン号



01029 1月10日 晴 良 （28京都1）第3日 第5競走 ��
��2，200�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
2：10．0
2：10．0

良
良

48 エミーズレシピ 牝3鹿 54 C．ルメールユアストーリー 友道 康夫 浦河 高村牧場 474± 02：17．3 4．4�
816 ヒロノタイヘイ 牡3栗 56 松山 弘平高原 将浩氏 今野 貞一 日高 坂田牧場 500－ 22：17．51� 31．8�
24 シャイニーダスト 牡3鹿 56 武 豊小林 昌志氏 須貝 尚介 平取 雅 牧場 B480＋ 22：17．71 12．1�
611 ローズウィスパー 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 2．5�
47 ジャングルベリー 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 432－ 42：17．8クビ 21．6�
23 ワークショップ 牡3鹿 56 和田 竜二小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 506－ 62：17．9� 201．7	
12 スリーアリアン 牝3鹿 54 	島 良太永井商事
 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 434－ 82：18．11 179．6�
815 アイファープリティ 牝3鹿 54 池添 謙一中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 432± 0 〃 ハナ 6．9�
713 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 菱田 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 502＋ 4 〃 アタマ 8．6
510 ロードランウェイ 牡3鹿 56 M．デムーロ 
ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 42：18．2� 7．8�
11 ラ ブ リ エ 牝3栗 54

52 △	島 克駿 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 408－ 62：18．41
 121．5�

612 ヤマニンブラズーカ 牡3鹿 56 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 494＋ 22：18．5クビ 87．5�
59 ジ ュ イ ー ル 牡3栗 56 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 日高 山際 辰夫 510－ 22：18．92
 52．2�
35 ベリーフェイマス 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 458± 0 〃 クビ 48．7�
36 アイファーエバー 牝3栗 54

52 △加藤 祥太中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 信田牧場 400＋ 42：19．53
 427．7�
714 テイエムインプレス 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 476± 02：19．71� 123．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，247，700円 複勝： 52，547，300円 枠連： 20，586，000円
馬連： 81，180，900円 馬単： 43，539，300円 ワイド： 46，233，700円
3連複： 104，309，600円 3連単： 141，953，700円 計： 526，598，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 670円 � 380円 枠 連（4－8） 970円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 12，370円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 990円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 24，370円 3 連 単 ��� 131，770円

票 数

単勝票数 計 362477 的中 � 64951（2番人気）
複勝票数 計 525473 的中 � 97058（2番人気）� 16855（8番人気）� 33327（6番人気）
枠連票数 計 205860 的中 （4－8） 16302（4番人気）
馬連票数 計 811809 的中 �� 9342（19番人気）
馬単票数 計 435393 的中 �� 2639（37番人気）
ワイド票数 計 462337 的中 �� 5577（22番人気）�� 12454（12番人気）�� 2409（35番人気）
3連複票数 計1043096 的中 ��� 3209（64番人気）
3連単票数 計1419537 的中 ��� 781（329番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―36．7―50．1―1：03．5―1：16．9―1：30．2―1：42．8―1：54．6―2：06．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5
1
3
12，16，8（11，14）（7，13，15）（3，9）（2，4）（1，6）10－5
12，16（8，14）11（7，4）（3，15）13（2，1）（9，10）6，5

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

勝馬の
紹 介

エミーズレシピ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．23 札幌3着

2013．4．20生 牝3鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー 4戦1勝 賞金 8，600，000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） 3頭 グローサーザール号・マリネリス号・リキッドブルー号
（非抽選馬） 2頭 フォリクラッセ号・ヤマニンボアソルチ号

01030 1月10日 晴 良 （28京都1）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．9

良
良

714 ロッテンマイヤー 牝3鹿 54 S．フォーリー �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 466 ―1：49．2 3．1�
（愛）

12 ミッキーディナシー 牝3黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 406 ―1：49．41� 4．9�
48 ソムリエドヌール 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 442 ―1：49．82� 4．4�
24 ミエノサクシード 牝3栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：49．9� 7．1�
815 ジャジャウマガール 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 450 ―1：50．1� 83．1	
35 マダムアルディ 牝3黒鹿54 幸 英明�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 436 ―1：50．31� 40．8

612 スラップスティック 牝3黒鹿54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 438 ― 〃 クビ 51．2�
11 エイシンキララ 牝3鹿 54 武 幸四郎�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 444 ―1：50．61� 7．6�
36 メモリーサクセス 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 472 ―1：50．81� 13．9
713 ラタンドレス 牝3鹿 54 小林 徹弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 464 ― 〃 クビ 155．5�
23 スピードウッド 牝3黒鹿54 高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 432 ―1：51．01� 166．9�
611 ダンツチェック 牝3鹿 54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 488 ―1：51．21� 52．0�
59 ブライティアレディ 牝3青鹿54 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 424 ―1：51．51� 19．4�
816 カジッタリンゴ 牝3青鹿54 菱田 裕二三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 三枝牧場 420 ―1：52．77 100．2�
510 メイショウエガオ 牝3栗 54 松若 風馬松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 吉田 又治 452 ―1：53．12� 108．2�
47 リュクスレーヴ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 458 ―1：56．0大差 217．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，988，800円 複勝： 44，734，500円 枠連： 23，286，300円
馬連： 74，796，100円 馬単： 37，993，900円 ワイド： 40，745，100円
3連複： 95，110，100円 3連単： 122，270，500円 計： 473，925，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 150円 枠 連（1－7） 570円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 440円 �� 370円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 349888 的中 � 88133（1番人気）
複勝票数 計 447345 的中 � 91118（1番人気）� 63750（3番人気）� 75125（2番人気）
枠連票数 計 232863 的中 （1－7） 31350（1番人気）
馬連票数 計 747961 的中 �� 53567（2番人気）
馬単票数 計 379939 的中 �� 15673（3番人気）
ワイド票数 計 407451 的中 �� 23109（3番人気）�� 28432（1番人気）�� 26490（2番人気）
3連複票数 計 951101 的中 ��� 48217（1番人気）
3連単票数 計1222705 的中 ��� 14252（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．1―12．3―12．6―12．5―12．0―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．7―49．0―1：01．6―1：14．1―1：26．1―1：37．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロッテンマイヤー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2013．3．23生 牝3鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュクスレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月10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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 ウインイストワール号・ウイングフィールド号・ウエスタンビジュー号・エクスプレスレーン号・

キョウワゼノビア号・グラウス号・パールコード号・フェアウェルローズ号・プレリュードフィズ号・
ミッキーグッドネス号・リーズ号・レオバルゴ号・レッドディオーサ号・レディーズトピック号

※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。



01031 1月10日 晴 良 （28京都1）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

711 コスモボアソルテ 牡4芦 56
53 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 488－ 21：53．8 20．1�

56 スマイルフォース 牡4鹿 56 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 452± 01：54．01� 97．1�
22 マコトグランドゥ 牡4栗 56 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 480－ 41：54．21 105．6�
33 オウケンワールド 牡4芦 56 岩田 康誠福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 496＋ 4 〃 クビ 5．8�
11 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 508－ 21：54．3クビ 4．1	
44 サトノバリアント 牡5鹿 57 F．ヴェロン里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470＋161：54．51� 13．1


（仏）

710 ウェーブキング 牡4鹿 56 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 520＋ 41：54．81	 4．3�
68 ヨドノナイト 牡4鹿 56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 500＋16 〃 アタマ 27．8�
69 エイシンイースト 牡5黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 494± 0 〃 クビ 14．8
45 マルカライン 牡4栗 56 M．デムーロ日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 504－ 41：54．9	 7．1�
813 ミスティーフリップ 牡4栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋141：55．32� 5．8�
57 ホッコーマグマ 牡6鹿 57

55 △
島 克駿矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B490－ 21：55．4� 79．4�
812 エミネントレコード 牡5鹿 57 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B500－ 41：55．5クビ 23．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，924，400円 複勝： 57，339，500円 枠連： 24，047，500円
馬連： 99，883，300円 馬単： 45，631，000円 ワイド： 51，490，200円
3連複： 127，292，900円 3連単： 165，637，700円 計： 610，246，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 600円 � 1，970円 � 1，840円 枠 連（5－7） 7，070円

馬 連 �� 62，370円 馬 単 �� 105，950円

ワ イ ド �� 12，520円 �� 15，630円 �� 29，500円

3 連 複 ��� 548，670円 3 連 単 ��� 2，501，810円

票 数

単勝票数 計 389244 的中 � 15487（8番人気）
複勝票数 計 573395 的中 � 26882（8番人気）� 7475（12番人気）� 8035（11番人気）
枠連票数 計 240475 的中 （5－7） 2636（19番人気）
馬連票数 計 998833 的中 �� 1241（67番人気）
馬単票数 計 456310 的中 �� 323（132番人気）
ワイド票数 計 514902 的中 �� 1064（68番人気）�� 851（72番人気）�� 450（77番人気）
3連複票数 計1272929 的中 ��� 174（278番人気）
3連単票数 計1656377 的中 ��� 48（1593番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―13．6―12．9―13．0―13．0―12．7―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―36．8―49．7―1：02．7―1：15．7―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモボアソルテ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．10．11 東京2着

2012．4．14生 牡4芦 母 アイラブユーモア 母母 アロートウヘヴン 16戦2勝 賞金 21，520，000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。

01032 1月10日 晴 良 （28京都1）第3日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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 タガノカムイ 牡4栗 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470＋ 61：34．6 3．2�

11 アルパーシャン 牡4栗 56 岩田 康誠�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 458－ 21：34．7� 3．7�
48 ラ ク ア ミ 牝4栗 54 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B456＋161：34．8� 9．1�
612 フォルシャー 牡5栗 57 M．デムーロ �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482＋ 2 〃 ハナ 5．3�
35 ミッキーカーニバル 牝4鹿 54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：34．9クビ 14．8�
59 モンドシャルナ 牡5鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋181：35．0	 6．8	
47 キネオリュウセイ 牡6黒鹿57 D．マクドノー 吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 488＋ 61：35．1	 26．4

（愛）

714 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 6 〃 クビ 34．3�

816 カプリチオーソ 牡4栗 56 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 458＋ 21：35．2クビ 211．6
23 エスペランサルル 牝4栗 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 420± 01：35．52 40．3�
12 アイオシルケン 牡4黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 484＋241：35．81� 36．6�
36 
 ダノンサイクロン 牝5青鹿 55

54 ☆小崎 綾也�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：36．11� 226．3�
611 ムラングシャンティ 牝4芦 54 菱田 裕二三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 492＋ 81：36．2	 124．3�
510
 メイショウウケヅキ 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 松下 武士 浦河 赤田牧場 462± 01：36．41	 257．7�
815 サブトゥエンティ 牝4栗 54

52 △�島 克駿吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438－121：36．6� 49．7�
713
 ユ リ 牝4栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中

田牧場 406－ 51：37．02	 146．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，955，000円 複勝： 65，985，700円 枠連： 24，455，300円
馬連： 108，060，600円 馬単： 48，569，300円 ワイド： 56，286，500円
3連複： 138，727，900円 3連単： 188，265，500円 計： 670，305，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 220円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 399550 的中 � 97641（1番人気）
複勝票数 計 659857 的中 � 138307（1番人気）� 135524（2番人気）� 60514（5番人気）
枠連票数 計 244553 的中 （1－2） 33797（1番人気）
馬連票数 計1080606 的中 �� 152242（1番人気）
馬単票数 計 485693 的中 �� 33531（1番人気）
ワイド票数 計 562865 的中 �� 70394（1番人気）�� 28337（4番人気）�� 21316（6番人気）
3連複票数 計1387279 的中 ��� 62204（3番人気）
3連単票数 計1882655 的中 ��� 21542（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．2―47．4―59．4―1：11．4―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカムイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．1．25 京都2着

2012．5．10生 牡4栗 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 11戦2勝 賞金 25，258，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ミッキーカーニバル号の騎手小牧太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ガルデルスリール号
※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。



01033 1月10日 晴 良 （28京都1）第3日 第9競走 ��1，800�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

612 シ ャ ル ー ル 牝4栗 54 �島 克駿 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 61：46．5 5．1�

59 サンクボヌール 牝4栗 54 M．デムーロ �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432± 01：46．81� 3．4�

23 エイシンノーティス 牝5鹿 55 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 462＋ 61：47．01� 73．0�
36 シルヴァーグレイス 牝6鹿 55 秋山真一郎吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 クビ 83．1�
35 アドマイヤシーマ 牝5鹿 55 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 8．8	
713 ノーブルコロネット 牝6鹿 55 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500＋121：47．1� 57．1

24 ティーエスクライ 牝4芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 462＋ 4 〃 ハナ 6．5�
47 アサクサティアラ 牝6青鹿55 浜中 俊田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 7．0�
11 スターファセット 牝4鹿 54 宮崎 北斗吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 446＋ 21：47．31� 33．3
12 ゴールデンハープ 牝4栗 54 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 61：47．4	 18．8�
48 
 ウイングパラダイス 牝5鹿 55 S．フォーリー 池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 470＋22 〃 アタマ 186．0�

（愛）

816 ウインアキレア 牝4鹿 54 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 81：47．5	 93．0�
510 ア カ ネ イ ロ 牝5栗 55 D．マクドノー �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：47．6� 15．3�

（愛）

815 マイネリベルタス 牝5鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：47．7クビ 18．8�

714 オーキッドレイ 牝6鹿 55 小崎 綾也金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：47．8� 86．7�

611 テ ィ ア ー モ 牝6鹿 55 幸 英明 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 452＋ 21：48．33 11．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，454，400円 複勝： 78，908，900円 枠連： 38，278，100円
馬連： 157，060，900円 馬単： 64，894，100円 ワイド： 77，200，300円
3連複： 212，428，300円 3連単： 272，345，900円 計： 949，570，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 160円 � 1，130円 枠 連（5－6） 520円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 450円 �� 4，940円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 22，950円 3 連 単 ��� 79，230円

票 数

単勝票数 計 484544 的中 � 75262（2番人気）
複勝票数 計 789089 的中 � 106880（2番人気）� 155016（1番人気）� 12971（12番人気）
枠連票数 計 382781 的中 （5－6） 56059（1番人気）
馬連票数 計1570609 的中 �� 120069（1番人気）
馬単票数 計 648941 的中 �� 23686（2番人気）
ワイド票数 計 772003 的中 �� 49043（1番人気）�� 3791（48番人気）�� 4273（45番人気）
3連複票数 計2124283 的中 ��� 6941（75番人気）
3連単票数 計2723459 的中 ��� 2492（281番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．5―11．7―12．3―11．8―11．7―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．5―47．2―59．5―1：11．3―1：23．0―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 11，14，8（15，13）（3，10，16）7（1，12）5，4，6，9，2 4 11（8，14）13（15，10）（3，7）（12，16）1（5，4）6（2，9）

勝馬の
紹 介

シ ャ ル ー ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kaldoun デビュー 2014．8．16 札幌1着

2012．1．19生 牝4栗 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 11戦3勝 賞金 46，492，000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 マイネオーラム号
（非抽選馬） 1頭 ウインクルキラリ号
※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。

01034 1月10日 晴 良 （28京都1）第3日 第10競走 ��
��1，400�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

813� ヒルノデイバロー 牡5黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B518＋ 41：25．1 1．9�
68 ラテンロック 牡5鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 514＋ 8 〃 アタマ 4．9�
22 アルボナンザ 牝6栗 55 岩田 康誠�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 472± 01：25．42 11．6�
69 カフジテイク 牡4青鹿56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 21：25．5	 4．1�
11 テ ン ペ ル 牡8黒鹿57 高倉 稜山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494－ 21：25．6クビ 59．8	
710 シグナルプロシード 牡6鹿 57 F．ヴェロン髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 526＋ 6 〃 アタマ 23．2


（仏）

812 ネヴァーハーツ 牝7栃栗55 藤岡 康太廣崎利洋HD� 野中 賢二 新冠 川上牧場 482± 01：25．81
 164．1�
56 ビッグリバティ 牡7青鹿57 国分 優作�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 522± 0 〃 ハナ 58．4�
711 カリスマサンスカイ 牡8鹿 57 松田 大作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B540－ 21：25．9� 94．6
33 メイショウアイアン 牡6鹿 57 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 508± 0 〃 ハナ 13．9�
44 エリアコンプリート 牡7栗 57 幸 英明前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 474＋ 2 〃 クビ 33．5�
45 プリンシペアスール 牡7鹿 57 S．フォーリー 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482－ 21：26．11
 119．3�

（愛）

57 シャイニーガール 牝5鹿 55 太宰 啓介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 B480± 01：26．31� 130．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 56，440，600円 複勝： 103，974，000円 枠連： 44，947，700円
馬連： 179，587，100円 馬単： 94，758，600円 ワイド： 73，864，900円
3連複： 229，606，500円 3連単： 457，647，900円 計： 1，240，827，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 190円 枠 連（6－8） 200円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 564406 的中 � 230922（1番人気）
複勝票数 計1039740 的中 � 561702（1番人気）� 102142（3番人気）� 69678（4番人気）
枠連票数 計 449477 的中 （6－8） 171989（1番人気）
馬連票数 計1795871 的中 �� 316388（2番人気）
馬単票数 計 947586 的中 �� 110797（2番人気）
ワイド票数 計 738649 的中 �� 103078（2番人気）�� 45661（4番人気）�� 24588（9番人気）
3連複票数 計2296065 的中 ��� 127027（4番人気）
3連単票数 計4576479 的中 ��� 97712（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．3―49．0―1：01．5―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノデイバロー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Go for Gin

2011．5．18生 牡5黒鹿 母 デ ッ ク 母母 Locate 11戦4勝 賞金 79，249，000円
地方デビュー 2014．10．9 門別

※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。

１レース目 ３レース目



01035 1月10日 晴 良 （28京都1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第50回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

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

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

36 ロ ジ ク ラ イ 牡3黒鹿56 浜中 俊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506－ 41：34．1 22．5�
47 ジ ュ エ ラ ー 牝3鹿 54 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 クビ 4．1�
714 シゲルノコギリザメ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478＋ 21：34．2クビ 56．8�
12 アストラエンブレム 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 4．6�
23 レ オ ナ ル ド 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 81：34．41	 15．8�
35 レインボーライン 牡3鹿 56 幸 英明三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 434± 01：34．5
 18．3	
612 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 472＋ 21：34．6クビ 35．8

817 ド ゥ ー カ 牡3栗 56 松山 弘平金山 圭充氏 作田 誠二 浦河 三枝牧場 488－ 21：34．7� 91．0�
818 ショウナンアヴィド 牡3青鹿56 岩田 康誠�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 488＋12 〃 ハナ 13．3�
611 ファインニードル 牡3鹿 56 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 61：34．8� 118．7
（仏）

24 � キングライオン 牡3栗 56 中谷 雄太ライオンレースホース� 矢作 芳人 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

490＋ 41：34．9� 211．7�
816 ツーエムレジェンド 牡3栗 56 池添 謙一水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 462± 01：35．0クビ 25．6�
59 ラ ル ク 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 438－ 81：35．1� 6．4�
510 ピースマインド 牡3鹿 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 436± 01：35．52
 3．6�
48 スナークスカイ 牡3鹿 56 島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 448－ 21：35．71 279．8�
11 メイショウシャチ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 460－ 81：35．8
 146．0�
715 ダンツエンペラー 牡3鹿 56 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：36．65 190．0�
713 クリノシャンボール 牡3黒鹿56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 496＋181：39．3大差 342．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 290，151，200円 複勝： 348，584，800円 枠連： 275，578，800円 馬連： 1，082，102，400円 馬単： 478，110，400円
ワイド： 412，127，100円 3連複： 1，641，608，000円 3連単： 2，762，498，400円 5重勝： 602，969，500円 計： 7，893，730，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 480円 � 200円 � 1，240円 枠 連（3－4） 2，500円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 13，060円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 11，070円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 95，730円 3 連 単 ��� 671，850円

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

キャリーオーバー なし����� 6，594，970円

票 数

単勝票数 計2901512 的中 � 102775（8番人気）
複勝票数 計3485848 的中 � 175499（7番人気）� 555128（3番人気）� 61739（11番人気）
枠連票数 計2755788 的中 （3－4） 85103（11番人気）
馬連票数 計10821024 的中 �� 156355（22番人気）
馬単票数 計4781104 的中 �� 27454（47番人気）
ワイド票数 計4121271 的中 �� 67282（22番人気）�� 9455（63番人気）�� 20598（49番人気）
3連複票数 計16416080 的中 ��� 12861（185番人気）
3連単票数 計27624984 的中 ��� 2981（1098番人気）
5重勝票数 計6029695 的中 ����� 64

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．5―11．8―12．3―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．8―46．3―58．1―1：10．4―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 14－10，11，6，2（4，13，17）（1，5）（12，18）（3，7，9，15）16，8 4 14－（10，11）（6，2，17）（4，5，18）（1，12）（3，15）（13，9）（7，16）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロ ジ ク ラ イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．9．12 阪神3着

2013．2．22生 牡3黒鹿 母 ドリームモーメント 母母 Dream Ticket 5戦2勝 賞金 46，951，000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 ヒルノマゼラン号
（非抽選馬） 1頭 コクスイセン号
※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。

01036 1月10日 晴 良 （28京都1）第3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

23 メイショウワダイコ 牡4鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 524＋ 81：11．8 3．9�
59 ティップトップ 牝5鹿 55 藤岡 康太 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 506－ 41：11．9� 8．6�
12 リバーソウル 牡5黒鹿57 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 クビ 8．5�
47 � レガリテート 牡6鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 01：12．11� 28．9�
815 カ メ ッ ト 牡5栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 470－ 21：12．31� 29．1�
11 ウォーターショパン 牡5黒鹿57 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 478＋ 21：12．51 3．9�
36 ワンダーフォルテ 牡8栗 57 水口 優也山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 506＋ 21：12．6	 163．2	
714 サンライズトーク 
6芦 57 F．ヴェロン松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 492＋ 61：12．7	 139．2


（仏）

611 ナリタロック 牡6栗 57
55 △義 英真�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 502＋ 21：12．8クビ 200．1�

35 ブリンディス 牡4青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B520＋ 21：12．9	 20．4
24 ト ワ エ モ ア 牝4鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 472－ 21：13．11 124．0�
612 ドリームカイザー 牡5栗 57 松田 大作ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 512－ 2 〃 クビ 32．4�
48 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 468－ 21：13．63 33．3�
713 スキースクール 牝4青鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋161：13．81� 8．6�
816 タキオンレディー 牝4栗 54

52 △加藤 祥太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 B462± 01：14．11	 32．0�
510 リンガディンドン 牡4芦 56 武 豊吉田 晴哉氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 526± 01：14．63 6．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，329，800円 複勝： 110，207，500円 枠連： 60，109，900円
馬連： 229，387，700円 馬単： 95，567，600円 ワイド： 108，511，700円
3連複： 293，134，600円 3連単： 438，223，600円 計： 1，414，472，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 260円 � 240円 枠 連（2－5） 760円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 830円 �� 640円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 21，870円

票 数

単勝票数 計 793298 的中 � 162253（1番人気）
複勝票数 計1102075 的中 � 202319（2番人気）� 97667（5番人気）� 110362（4番人気）
枠連票数 計 601099 的中 （2－5） 60959（3番人気）
馬連票数 計2293877 的中 �� 87518（7番人気）
馬単票数 計 955676 的中 �� 21582（10番人気）
ワイド票数 計1085117 的中 �� 33798（7番人気）�� 44889（5番人気）�� 19633（14番人気）
3連複票数 計2931346 的中 ��� 40745（14番人気）
3連単票数 計4382236 的中 ��� 14527（44番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．9―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワダイコ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．16 京都11着

2012．5．17生 牡4鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 9戦3勝 賞金 30，761，000円
〔発走状況〕 レガリテート号は，枠入り不良。
※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） 2頭 タッチシタイ号・ヒラボクダッシュ号
（非抽選馬） 1頭 ケッキセヨ号
※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。

５レース目



（28京都1）第3日 1月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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

244，670，000円
2，530，000円
10，080，000円
1，890，000円
27，230，000円
75，521，500円
5，194，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
757，895，800円
1，192，638，100円
588，421，100円
2，298，964，100円
1，092，924，800円
1，036，691，200円
3，241，000，500円
5，187，063，700円
602，969，500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 15，998，568，800円

総入場人員 27，026名 （有料入場人員 25，963名）
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