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01037 1月11日 晴 良 （28京都1）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

713 グランセブルス 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 476± 01：54．6 10．3�
510 カ ラ ク プ ア 牡3黒鹿56 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 486＋ 81：54．7� 3．4�
47 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿56 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 498＋ 21：55．12� 24．3�
11 サウスオブボーダー 牡3鹿 56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 448± 01：55．31� 26．1�
815 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 450＋ 41：55．51� 35．9�
59 トウカイエクレール 牡3鹿 56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 464－ 2 〃 ハナ 11．2	
23 トウシンタイガー 牡3鹿 56 浜中 俊�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 514－ 61：55．6� 2．8

611 カフジプリンス 牡3栗 56 川田 将雅加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B512± 01：55．7� 15．5�
12 ドンボラーレ 牡3栗 56 S．フォーリー 山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋ 61：56．01� 50．0�

（愛）

48 ジョースターライト 牡3青鹿56 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 476－ 21：56．21� 50．0
35 エ タ ー ナ ル 牡3鹿 56 藤岡 康太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 486＋ 21：57．05 10．6�
24 スマートメダリオン 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 吉田 直弘 日高 増尾牧場 474－14 〃 クビ 18．3�
36 トルネードトウホウ 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 新冠 松本 信行 432＋ 61：57．74 580．1�
612 テイエムハートダン 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 492± 01：58．33� 322．4�

714 クラウンヴォルカン 牡3青 56 松山 弘平矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 516＋ 61：58．93� 20．3�
816 オリエンタルポリス 牡3芦 56 国分 優作下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 482－ 42：05．7大差 77．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，210，200円 複勝： 46，533，100円 枠連： 19，472，900円
馬連： 66，984，300円 馬単： 32，281，200円 ワイド： 45，520，100円
3連複： 97，666，700円 3連単： 119，815，100円 計： 456，483，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 310円 � 170円 � 600円 枠 連（5－7） 1，110円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 910円 �� 3，490円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 15，550円 3 連 単 ��� 78，180円

票 数

単勝票数 計 282102 的中 � 21736（3番人気）
複勝票数 計 465331 的中 � 37271（4番人気）� 89268（2番人気）� 16407（10番人気）
枠連票数 計 194729 的中 （5－7） 13591（3番人気）
馬連票数 計 669843 的中 �� 21825（7番人気）
馬単票数 計 322812 的中 �� 4619（17番人気）
ワイド票数 計 455201 的中 �� 13391（7番人気）�� 3260（39番人気）�� 6769（18番人気）
3連複票数 計 976667 的中 ��� 4708（50番人気）
3連単票数 計1198151 的中 ��� 1111（248番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．5―12．9―13．2―13．2―13．2―13．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．2―49．1―1：02．3―1：15．5―1：28．7―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．1
1
3
・（3，5，16）15（1，13，14）12（2，4）10，9（7，11）8－6・（3，5）15，13，2（1，14）（7，4）（16，12，9，10）8，11，6

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

勝馬の
紹 介

グランセブルス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．7 東京6着

2013．5．13生 牡3鹿 母 ピュアパッション 母母 ピュアオブハート 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走状況〕 トウシンタイガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 グランセブルス号の騎手松若風馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリエンタルポリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月11日まで平地

競走に出走できない。
※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。

01038 1月11日 晴 良 （28京都1）第4日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

510 ナムラミラクル 牡3芦 56 藤岡 康太奈村 信重氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 474± 01：13．7 4．0�
714 サ ラ マ ン カ 牝3黒鹿54 C．ルメール P.S．スライ氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 61：13．91 8．8�
23 � ロケットビーン 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 532＋ 4 〃 ハナ 3．0�
35 � エリシェヴァ 牝3鹿 54 松若 風馬前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 464－ 2 〃 アタマ 5．9�
612 ナ イ ス ワ ン 牡3栗 56 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 444＋ 6 〃 クビ 76．6�
24 ウイングダイチャン 牡3栗 56 松山 弘平池田 實氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 462＋ 61：14．43 15．1�
48 � エ テ 牝3鹿 54 川田 将雅西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 464－ 61：14．71	 10．0	
59 ラグランジュ 牝3黒鹿54 酒井 学 
ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 454－ 21：14．8
 34．1�
47 シゲルムロアジ 牡3青鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 490＋ 2 〃 クビ 42．1�
12 ゴールデンスランバ 牡3黒鹿56 松田 大作 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 442＋ 41：14．9クビ 8．7
713 クリノマルボルク 牡3青鹿 56

54 △城戸 義政栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 456＋161：15．0	 258．6�
815 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 448－ 2 〃 ハナ 201．9�
611 ローゼンタール 牝3栗 54 高倉 稜岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 482－181：15．1	 95．1�
36 チャーミングリリ 牝3鹿 54 幸 英明杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 416－ 41：15．2クビ 131．4�
816 シゲルカマス 牝3鹿 54

52 △�島 克駿森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 434＋ 2 〃 クビ 181．6�
11 メイショウダイウン 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 490＋161：15．41 50．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，907，100円 複勝： 52，577，600円 枠連： 14，926，800円
馬連： 69，267，300円 馬単： 35，172，300円 ワイド： 43，586，200円
3連複： 93，059，200円 3連単： 119，646，300円 計： 460，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 230円 � 130円 枠 連（5－7） 2，070円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 800円 �� 310円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 計 319071 的中 � 63537（2番人気）
複勝票数 計 525776 的中 � 96282（2番人気）� 44795（5番人気）� 122788（1番人気）
枠連票数 計 149268 的中 （5－7） 5577（11番人気）
馬連票数 計 692673 的中 �� 22137（9番人気）
馬単票数 計 351723 的中 �� 5882（17番人気）
ワイド票数 計 435862 的中 �� 12856（8番人気）�� 38905（1番人気）�� 20865（5番人気）
3連複票数 計 930592 的中 ��� 32808（4番人気）
3連単票数 計1196463 的中 ��� 5410（40番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．7―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（5，8）（2，12）10（1，14，16）9－（13，11）（6，15）（7，3）－4 4 5（8，12）（2，10）（14，16）（1，9）（11，3）13，7（6，15，4）

勝馬の
紹 介

ナムラミラクル �
�
父 スパイキュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．10．24 京都6着

2013．5．4生 牡3芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 ローゼンタール号の騎手高倉稜は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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） 2頭 アイファーチェリー号・リリスモ号
（非抽選馬） 3頭 カネトシボヌール号・カンガルーブラクマ号・ランドハイパワー号

第１回 京都競馬 第４日



01039 1月11日 晴 良 （28京都1）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時10分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

815 セレッソレアル 牝5栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 498± 01：53．1 11．5�
36 スマートノエル 牝4鹿 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 468－ 61：53．2� 2．4�
510 バラブシュカ 牝4栗 54

53 ☆小崎 綾也大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 518＋ 41：54．05 115．6�
12 � バイオレットフィズ 牝4黒鹿54 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 438＋ 21：54．1� 10．0�
59 シャンタルエット 牝4鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：54．41� 237．6�
11 ピエノフィオレ 牝4黒鹿54 M．デムーロ 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 450－ 4 〃 クビ 9．0

611 トウシンハンター 牝4黒鹿54 菱田 裕二	サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 444＋ 61：54．5クビ 11．5�
47 メイショウブーケ 牝5栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：54．71 5．4�
714� サンレイフレンチ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418＋ 2 〃 ハナ 403．2
48 マダムウルル 牝4黒鹿54 藤岡 康太�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 458－ 2 〃 クビ 41．8�
24 ピサノベッテル 牝7黒鹿 55

53 △加藤 祥太市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 454－ 21：54．8� 44．5�
35 ガ ロ フ ァ ノ 牝4栗 54 川田 将雅前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 21：55．01	 27．0�
612 クライミングローズ 牝4青鹿54 松若 風馬前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B432＋ 61：55．53 23．2�
23 � カ ク シ ア ジ 牝5鹿 55

53 △義 英真栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 448＋ 21：55．6� 135．4�
816 サトノフラリッシュ 牝4鹿 54 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506－ 41：57．3大差 44．8�
713 メイショウサルーテ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 502＋32 〃 ハナ 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，907，400円 複勝： 50，668，700円 枠連： 18，975，600円
馬連： 72，801，200円 馬単： 37，042，300円 ワイド： 45，667，000円
3連複： 101，593，700円 3連単： 137，292，600円 計： 495，948，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 250円 � 140円 � 1，480円 枠 連（3－8） 920円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 480円 �� 8，050円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 21，450円 3 連 単 ��� 118，770円

票 数

単勝票数 計 319074 的中 � 22142（6番人気）
複勝票数 計 506687 的中 � 50057（3番人気）� 129617（1番人気）� 6095（13番人気）
枠連票数 計 189756 的中 （3－8） 15889（3番人気）
馬連票数 計 728012 的中 �� 47779（3番人気）
馬単票数 計 370423 的中 �� 7881（10番人気）
ワイド票数 計 456670 的中 �� 27113（2番人気）�� 1373（61番人気）�� 3929（31番人気）
3連複票数 計1015937 的中 ��� 3552（67番人気）
3連単票数 計1372926 的中 ��� 838（353番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―13．0―12．9―13．3―12．4―12．6―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．6―49．5―1：02．8―1：15．2―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セレッソレアル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラローレル デビュー 2013．7．21 函館1着

2011．4．27生 牝5栗 母 アクトウエル 母母 ワイルドトゥアクト 23戦3勝 賞金 39，740，000円

01040 1月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28京都1）第4日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，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3：11．2良・重

46 オールデフィート 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 482－103：19．8 4．3�
814 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 482＋ 43：20．01� 14．0�
33 ナッハフォルガー �5青鹿60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 484＋ 63：20．53 9．1�
57 ツカサブレイブ 牡4青鹿59 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 474± 03：20．6� 82．5�
711 シゲルウシュウ 牡5栗 60 上野 翔森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 466± 03：22．19 108．1�
45 プ ロ ス パ ー 牡5黒鹿60 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋143：22．73� 16．9	
610	 トーセンスラッガー 牡4黒鹿59 小野寺祐太島川 
哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 458＋ 13：23．23 149．6�
69 ジョージジョージ 牡6栗 60 大江原 圭北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456－ 6 〃 ハナ 136．9�
813 メイショウメイザン 牡4鹿 59 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 464＋ 23：26．4大差 64．2
58 タイキガラハッド 牡8栗 60 草野 太郎�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512－123：27．89 97．9�
11 シップウハヤト 牡5鹿 60 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－ 23：33．3大差 3．9�
22 アドマイヤロイヤル 牡9鹿 60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 536＋ 8 （競走中止） 2．6�
34 ゴーントレット 牡4黒鹿59 西谷 誠寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 （競走中止） 14．6�
712 ハ ル カ フ ジ 牡8鹿 60 白浜 雄造河内 孝夫氏 奥村 豊 新冠 中地 康弘 482＋ 8 （競走中止） 50．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，565，500円 複勝： 24，767，200円 枠連： 16，560，600円
馬連： 47，368，600円 馬単： 28，417，400円 ワイド： 28，409，900円
3連複： 70，141，400円 3連単： 109，122，400円 計： 348，353，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 340円 � 240円 枠 連（4－8） 1，810円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 490円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 39，040円

票 数

単勝票数 計 235655 的中 � 43773（3番人気）
複勝票数 計 247672 的中 � 41867（3番人気）� 16365（6番人気）� 26496（4番人気）
枠連票数 計 165606 的中 （4－8） 7067（7番人気）
馬連票数 計 473686 的中 �� 11353（14番人気）
馬単票数 計 284174 的中 �� 4089（17番人気）
ワイド票数 計 284099 的中 �� 6660（12番人気）�� 15996（5番人気）�� 4101（18番人気）
3連複票数 計 701414 的中 ��� 8227（20番人気）
3連単票数 計1091224 的中 ��� 2026（113番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．0－3F 38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
・（1，6）－5，7，14－（3，8）－11－10，13－9・（6，14）－7－5，3－11－10，8（1，9）＝13

�
�

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

勝馬の
紹 介

オールデフィート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2013．8．10 新潟6着

2011．3．31生 牡5鹿 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 障害：5戦1勝 賞金 12，100，000円
〔競走中止〕 ハルカフジ号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ゴーントレット号・アドマイヤロイヤル号は，1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オールデフィート号の騎手五十嵐雄祐は，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 タマモワカサマ号



01041 1月11日 晴 良 （28京都1）第4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

36 ミッキーロケット 牡3鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 21：48．9 2．4�
12 ステイキングダム 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 422＋ 81：49．0� 4．1�
611 タガノガンチャン 牝3鹿 54 小牧 太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466± 01：49．21� 18．7�
612 ミッキーシャンティ 牡3青鹿56 川田 将雅野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452± 01：49．3	 5．8�
35 ピッツバーグ 牡3鹿 56 武 豊�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 494＋ 4 〃 ハナ 8．2	
24 ナムラムサシ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 444＋ 81：49．51	 11．2

815 シゲルシーラカンス 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 
川 啓一 478± 01：49．6	 29．7�
11 ニホンピロカーン 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 450± 0 〃 クビ 139．8�
816 ダノングランツ 牡3青 56 S．フォーリー �ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 444＋ 81：50．02	 26．8

（愛）

714 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 2 〃 ハナ 17．1�
23 レイホーロマンス 牝3鹿 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 412－ 21：50．1	 94．1�
48 メイショウケンプウ 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 436－ 4 〃 クビ 248．6�
510 ダンツビジター 牡3芦 56 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 460＋161：50．63 299．5�
59 コンゴウノカガヤキ 牡3鹿 56 古川 吉洋金岡 久夫氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 520＋101：51．23	 159．2�
47 アカネバローロ 牝3鹿 54 菱田 裕二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 470± 01：51．62	 454．2�
713 ユーテルミー 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 430－ 41：51．91� 742．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，735，600円 複勝： 54，184，100円 枠連： 21，505，600円
馬連： 79，186，000円 馬単： 41，290，900円 ワイド： 47，584，500円
3連複： 101，239，800円 3連単： 141，162，300円 計： 522，888，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 150円 � 370円 枠 連（1－3） 420円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，140円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 12，250円

票 数

単勝票数 計 367356 的中 � 121689（1番人気）
複勝票数 計 541841 的中 � 118441（1番人気）� 106760（2番人気）� 26023（7番人気）
枠連票数 計 215056 的中 （1－3） 39188（1番人気）
馬連票数 計 791860 的中 �� 106889（1番人気）
馬単票数 計 412909 的中 �� 30726（1番人気）
ワイド票数 計 475845 的中 �� 47058（1番人気）�� 9950（14番人気）�� 8118（17番人気）
3連複票数 計1012398 的中 ��� 19225（11番人気）
3連単票数 計1411623 的中 ��� 8348（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．5―13．1―12．7―11．9―11．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．5―48．0―1：01．1―1：13．8―1：25．7―1：37．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーロケット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．12．12 阪神2着

2013．3．3生 牡3鹿 母 マネーキャントバイミーラヴ 母母 Sabreon 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ミッキーロケット号の騎手松若風馬は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 スワーヴアーサー号・セキサンシップ号・ダーリンラブラ号・テラノヴァ号・トウカイシェーン号
※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。

01042 1月11日 晴 良 （28京都1）第4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

714 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 ―1：35．9 8．2�
48 ナノセカンド 牡3青鹿56 高倉 稜近藤 克麿氏 宮本 博 日高 シンボリ牧場 444 ―1：36．11� 63．9�
11 ナ ヴ ラ ト リ 牝3青鹿 54

52 △加藤 祥太田上 雅春氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：36．2� 35．1�
23 シュネルギア 牝3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 440 ―1：36．3� 9．5�
816 マイネルチャンプ 牡3黒鹿56 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 むかわ 上水牧場 480 ―1：36．61� 63．8	
12 	 ジングルベルロック 牝3青鹿54 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 444 ―1：36．81
 2．3

24 アグネスルシファー 牡3青鹿56 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 13．8�
611 クリノクロンボー 牡3鹿 56 松山 弘平栗本 博晴氏 中村 均 日高 川島 良一 478 ― 〃 ハナ 29．0�
815 ヒルノサルバドール 牡3栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 454 ―1：36．9クビ 5．4
612 ピンクパレット 牝3栗 54 藤岡 康太柴田 洋一氏 中尾 秀正 浦河 昭和牧場 446 ―1：37．0� 49．8�
713 モズリンリン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 日高 日高大洋牧場 464 ―1：37．21� 22．1�
510 インフィニティラヴ 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 浦河 高岸 順一 470 ―1：37．41
 6．3�
36 ソフィアエレガンテ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 430 ― 〃 クビ 161．8�
59 サンマルオーロラ 牝3黒鹿54 小林 徹弥相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城牧場 424 ― 〃 アタマ 176．1�
47 ティアップアラシ 牡3鹿 56

54 △�島 克駿田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456 ―1：38．46 95．4�
35 ナムラシャーロット 牝3鹿 54 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 380 ― 〃 クビ 82．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，081，300円 複勝： 39，485，300円 枠連： 19，837，700円
馬連： 60，384，800円 馬単： 33，662，900円 ワイド： 36，864，900円
3連複： 76，434，100円 3連単： 106，831，200円 計： 403，582，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 300円 � 1，160円 � 870円 枠 連（4－7） 8，360円

馬 連 �� 22，610円 馬 単 �� 38，540円

ワ イ ド �� 6，170円 �� 3，320円 �� 13，720円

3 連 複 ��� 136，480円 3 連 単 ��� 823，960円

票 数

単勝票数 計 300813 的中 � 28998（4番人気）
複勝票数 計 394853 的中 � 39304（4番人気）� 8252（11番人気）� 11274（9番人気）
枠連票数 計 198377 的中 （4－7） 1839（19番人気）
馬連票数 計 603848 的中 �� 2069（50番人気）
馬単票数 計 336629 的中 �� 655（88番人気）
ワイド票数 計 368649 的中 �� 1540（51番人気）�� 2896（30番人気）�� 688（78番人気）
3連複票数 計 764341 的中 ��� 420（224番人気）
3連単票数 計1068312 的中 ��� 94（1249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．4―47．9―1：00．2―1：12．6―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 2，5（1，9）（6，12，11）14（7，8，10）（3，15）－4（13，16） 4 2（5，9）1（6，12，11）14，10（8，3）7－15（13，4，16）

勝馬の
紹 介

レインボーフラッグ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2013．5．10生 牡3鹿 母 レインボーシーカー 母母 ラ ゲ ラ 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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 オーラパ号・カシマホープスター号・クインズキンバリー号・コスモアントリア号・ゴールデンバイオ号・

ジューンマドレーヌ号・スターペスマックス号・ダイアナヘイロー号・ダンガンウーマン号・ディアスプマンテ号・
ネオヴァンプアップ号・ビットマップ号・ファクター号・リーチザハイツ号・レッドエルディスト号



01043 1月11日 晴 良 （28京都1）第4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

56 ショウナンハルカス 牡4黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492＋102：02．0 10．2�
811 ニホンピロシナバー 牡4青鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 504＋ 62：02．21� 2．1�
22 グレンガイル 牡5鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 クビ 31．6�
11 レッドサバス 牡4黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 470± 02：02．3クビ 3．2�
710 エーティーロゼッタ 牝4鹿 54 古川 吉洋荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 484＋ 2 〃 クビ 16．6	
55 シーサイドバウンド �5芦 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 62：02．4クビ 14．0

33 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 480－ 42：02．5� 73．2�
68 	 トウケイアロー 牡5鹿 57 松山 弘平木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 486＋ 22：02．6� 13．0�
812 セフティーエムアイ 牡5鹿 57 和田 竜二池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472± 0 〃 ハナ 19．2
44 	 シ ン ゲ キ 牡4栗 56

54 △加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 496－ 22：03．02
 29．1�

67 サマーローズ 牝4栗 54 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 462＋ 22：03．42
 49．3�
79 ヴ ェ リ テ �4栗 56 川島 信二 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 486＋ 42：03．93 62．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，073，800円 複勝： 48，067，200円 枠連： 20，516，300円
馬連： 84，618，200円 馬単： 49，745，800円 ワイド： 44，730，000円
3連複： 109，982，500円 3連単： 198，171，700円 計： 587，905，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 250円 � 110円 � 620円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，890円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 9，590円 3 連 単 ��� 58，350円

票 数

単勝票数 計 320738 的中 � 25006（3番人気）
複勝票数 計 480672 的中 � 38885（3番人気）� 173499（1番人気）� 12459（9番人気）
枠連票数 計 205163 的中 （5－8） 26006（2番人気）
馬連票数 計 846182 的中 �� 48208（2番人気）
馬単票数 計 497458 的中 �� 9240（11番人気）
ワイド票数 計 447300 的中 �� 25673（2番人気）�� 3741（31番人気）�� 9310（13番人気）
3連複票数 計1099825 的中 ��� 8595（29番人気）
3連単票数 計1981717 的中 ��� 2462（164番人気）

ハロンタイム 7．0―11．9―12．4―14．0―13．5―13．2―12．5―12．4―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．9―31．3―45．3―58．8―1：12．0―1：24．5―1：36．9―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンハルカス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．25 東京5着

2012．3．1生 牡4黒鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 13戦2勝 賞金 21，460，000円
※ショウナンハルカス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01044 1月11日 晴 良 （28京都1）第4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）
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

35 ツヨシノブルーム �7芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 512＋ 61：25．0 55．2�
59 ブルームーン 牡4鹿 56 D．マクドノー �ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 81：25．1	 18．1�
（愛）

611 リュクスメジャー 牝7栗 55 C．ルメール 田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502± 0 〃 クビ 5．1�

510 ウォーシップマーチ 牡6黒鹿 57
56 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474± 01：25．31
 56．0�

12 リリーウイナー 牡4鹿 56 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B524－ 21：25．4	 20．1�
23 サトノアルバトロス 牡5黒鹿57 川田 将雅里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 504± 01：25．5	 6．9	
612 プラネットスコア 牡6黒鹿57 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 486＋ 41：25．71	 174．5

815 アドマイヤスパーズ 牡6鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 502± 01：25．8	 18．2�
24 アグネスダリム 牝7栗 55

54 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 332．9�
714 コスモピーコック 牝4鹿 54 松山 弘平 ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 41：25．9クビ 13．8�
48 メイショウゲンブ 牡7鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 488＋ 81：26．0	 57．7�
816 モアザンイナフ 牡4黒鹿56 中井 裕二宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 452－ 21：26．1	 313．1�
47 ネオヴァシュラン 牝4黒鹿54 武 豊小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 508＋ 21：27．05 2．7�
36 ロスヴァイセ 牝5黒鹿55 浜中 俊 キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：27．32 4．5�
713 サンタナブルー 牡4黒鹿 56

54 △加藤 祥太 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 464＋ 61：27．51	 44．8�
11 � サンマルビューティ 牝6黒鹿 55

53 △義 英真相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 458＋ 41：27．81� 262．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，173，400円 複勝： 48，977，900円 枠連： 20，640，700円
馬連： 99，074，300円 馬単： 48，842，400円 ワイド： 51，529，000円
3連複： 124，787，800円 3連単： 178，770，200円 計： 606，795，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，520円 複 勝 � 870円 � 480円 � 190円 枠 連（3－5） 2，340円

馬 連 �� 46，990円 馬 単 �� 107，740円

ワ イ ド �� 9，940円 �� 4，790円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 67，770円 3 連 単 ��� 753，530円

票 数

単勝票数 計 341734 的中 � 4952（10番人気）
複勝票数 計 489779 的中 � 12420（9番人気）� 24072（8番人気）� 83328（3番人気）
枠連票数 計 206407 的中 （3－5） 6822（10番人気）
馬連票数 計 990743 的中 �� 1634（62番人気）
馬単票数 計 488424 的中 �� 340（135番人気）
ワイド票数 計 515290 的中 �� 1309（59番人気）�� 2739（44番人気）�� 11204（12番人気）
3連複票数 計1247878 的中 ��� 1381（152番人気）
3連単票数 計1787702 的中 ��� 172（1148番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．2―12．3―12．5―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツヨシノブルーム �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．8．14 札幌7着

2009．4．17生 �7芦 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 37戦3勝 賞金 40，028，000円
〔制裁〕 ブルームーン号の騎手D．マクドノーは，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サンライズウェイ号・ナンヨーマーク号・バコパ号
（非抽選馬） 1頭 ラディカル号
※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。



01045 1月11日 晴 良 （28京都1）第4日 第9競走 ��
��2，000�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 ロイカバード 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450± 02：00．4 1．4�
78 メイショウタチマチ 牝3鹿 54 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 490± 02：00．5� 6．3�
810 ロードヴァンドール 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 478－ 2 〃 クビ 27．5�
77 キンショーユキヒメ 牝3芦 54 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 500＋ 42：00．6クビ 40．0�
33 サトノエトワール 牡3青鹿56 秋山真一郎里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 504－ 22：01．02� 40．2�
66 エ キ ド ナ 牝3青鹿54 浜中 俊�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 488＋ 42：01．42� 12．4	
22 アグネスフォルテ 牡3栗 56 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 452＋102：01．61� 17．1

89 テイエムハヤブサ 牡3青鹿56 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 442－ 22：02．13 116．0�
11 アドナルシー 牡3黒鹿56 M．デムーロ�辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 490＋12 〃 ハナ 6．6
44 	 ツリーナッツヒメ 牝3鹿 54 佐藤 友則大原 雄一氏 笹野 博司 様似 小田牧場 394－ 82：03．9大差 345．7�

（笠松） （笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 71，277，800円 複勝： 175，101，800円 枠連： 20，206，100円
馬連： 111，936，600円 馬単： 90，162，100円 ワイド： 59，700，400円
3連複： 145，741，000円 3連単： 425，825，800円 計： 1，099，951，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（5－7） 360円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 430円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 712778 的中 � 402737（1番人気）
複勝票数 計1751018 的中 � 1356455（1番人気）� 95358（2番人気）� 39875（6番人気）
枠連票数 計 202061 的中 （5－7） 43121（1番人気）
馬連票数 計1119366 的中 �� 216135（1番人気）
馬単票数 計 901621 的中 �� 132917（2番人気）
ワイド票数 計 597004 的中 �� 98917（1番人気）�� 32919（5番人気）�� 10582（14番人気）
3連複票数 計1457410 的中 ��� 58964（8番人気）
3連単票数 計4258258 的中 ��� 89772（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．7―12．5―12．6―13．0―11．7―11．6―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．8―48．3―1：00．9―1：13．9―1：25．6―1：37．2―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロイカバード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2015．11．8 京都2着

2013．3．8生 牡3黒鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 3戦2勝 賞金 18，052，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

01046 1月11日 晴 良 （28京都1）第4日 第10競走 ��
��1，400�

しんしゅん

新春ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，27．1．10以降28．1．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

23 ケ ン ト オ ー 牡4黒鹿56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466－ 21：20．5 5．9�
47 トーキングドラム 牡6鹿 55 武 豊下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478＋ 41：20．6� 10．3�
816� フォンタネットポー 牝4栗 53 M．デムーロ吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 520＋ 81：20．7	 3．7�
24 ダイシンサンダー 牡5鹿 57 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 490＋ 41：20．91 4．3�
35 ダノンシーザー 牡4鹿 56 S．フォーリー �ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 468＋101：21．0� 11．7	

（愛）

611� トータルヒート 牝5栗 52 和田 竜二 
キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 464＋12 〃 クビ 28．8�

48 タガノザイオン 牡9鹿 54 熊沢 重文八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 496＋ 4 〃 アタマ 80．5�

36 フロアクラフト 牝6黒鹿54 松山 弘平 
キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：21．1� 17．5
510 シンデレラボーイ 牡6鹿 56 F．ヴェロン田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 506＋ 2 〃 クビ 8．2�

（仏）

12 サトノキングリー 牡6鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 61：21．2	 15．9�
714 ラッフォルツァート 牝4鹿 52 菱田 裕二 �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 472＋ 61：21．3� 26．3�
815 プリンセスジャック 牝6栗 52 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 486± 0 〃 アタマ 185．8�
713 シルクドリーマー 牡7鹿 55 松若 風馬 
シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 488＋ 2 〃 ハナ 69．1�
612 ピークトラム 牡5黒鹿57 小崎 綾也吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 500± 01：21．4クビ 29．5�
11 � コリンブレッセ 牡7鹿 55 幸 英明林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 514＋18 〃 クビ 77．0�
59 レインフォール 牡7芦 55 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 446＋161：23．010 90．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，919，500円 複勝： 96，630，200円 枠連： 48，229，000円
馬連： 195，428，700円 馬単： 78，206，800円 ワイド： 87，378，300円
3連複： 260，452，100円 3連単： 339，576，600円 計： 1，168，821，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 290円 � 190円 枠 連（2－4） 1，360円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 660円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 34，720円

票 数

単勝票数 計 629195 的中 � 84735（3番人気）
複勝票数 計 966302 的中 � 128492（3番人気）� 76282（5番人気）� 144048（2番人気）
枠連票数 計 482290 的中 （2－4） 27326（5番人気）
馬連票数 計1954287 的中 �� 47201（12番人気）
馬単票数 計 782068 的中 �� 9877（21番人気）
ワイド票数 計 873783 的中 �� 17709（12番人気）�� 35383（4番人気）�� 18869（10番人気）
3連複票数 計2604521 的中 ��� 35483（11番人気）
3連単票数 計3395766 的中 ��� 7090（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．0―46．3―57．7―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ン ト オ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．1．18 中京7着

2012．3．12生 牡4黒鹿 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 12戦4勝 賞金 54，967，000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 クリノタカラチャン号・デンファレ号・ムーンエクスプレス号
※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。

１レース目 ３レース目



01047 1月11日 晴 良 （28京都1）第4日 第11競走 ��
��1，400�

や ま と

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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

815 スーサンジョイ 牡4鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 498－ 81：23．5 2．7�
59 レッドアルヴィス 牡5鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506－ 21：23．6� 4．4�
34 ナガラオリオン 牡7鹿 57 中谷 雄太長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 472± 01：24．34 14．6�
46 ナリタスーパーワン 牡7鹿 56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋10 〃 アタマ 43．6�
11 メイショウオセアン 牡5鹿 56 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 554± 01：24．4クビ 18．2	
58 タイセイファントム 牡8鹿 57 S．フォーリー 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 460＋ 81：24．5	 82．6


（愛）

47 キョウエイアシュラ 牡9鹿 58 藤岡 康太田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 474± 01：24．71 162．9�
22 オースミイージー 牡8鹿 56 太宰 啓介�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 516＋ 4 〃 ハナ 119．5�
23 
 テーオーヘリオス 牡4鹿 55 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 500± 0 〃 ハナ 3．4
610 ガ ン ジ ス 牡7栗 57 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 520＋121：24．91� 45．1�
712 ワンダーコロアール 牡7黒鹿56 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 492＋ 41：25．11	 16．2�
35 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 480＋101：25．2� 105．0�
713 ヒラボクプリンス 牡6鹿 56 M．デムーロ�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 498± 01：25．41	 24．1�
611 アキトクレッセント 牡4鹿 55 D．マクドノー 岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 31：25．71� 18．8�
（愛）

814 カーティスバローズ 牡6鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 510＋ 81：26．44 284．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 108，140，800円 複勝： 126，246，200円 枠連： 76，787，000円 馬連： 359，977，900円 馬単： 161，843，900円
ワイド： 143，156，200円 3連複： 476，401，400円 3連単： 838，811，100円 5重勝： 588，368，400円 計： 2，879，732，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 250円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 380円 �� 660円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 9，930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����� 610，150円

票 数

単勝票数 計1081408 的中 � 319466（1番人気）
複勝票数 計1262462 的中 � 304417（1番人気）� 206004（3番人気）� 99305（4番人気）
枠連票数 計 767870 的中 （5－8） 84086（2番人気）
馬連票数 計3599779 的中 �� 325314（2番人気）
馬単票数 計1618439 的中 �� 80479（3番人気）
ワイド票数 計1431562 的中 �� 103697（2番人気）�� 54837（4番人気）�� 34263（11番人気）
3連複票数 計4764014 的中 ��� 114618（6番人気）
3連単票数 計8388111 的中 ��� 61239（17番人気）
5重勝票数 計5883684 的中 ����� 675

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーサンジョイ �
�
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 2015．1．12 京都4着

2012．4．29生 牡4鹿 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 12戦6勝 賞金 109，682，000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。

01048 1月11日 晴 良 （28京都1）第4日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

811 ウインスペクトル 牡4鹿 56 松山 弘平�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 474＋ 22：15．6 5．6�
710 ハッピーウィルス 牡4鹿 56 武 豊吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 502＋ 8 〃 クビ 5．4�
55 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 42：15．81 14．4�
67 サラトガスピリット 牡4栗 56 S．フォーリー 平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514± 0 〃 クビ 2．8�

（愛）

33 ビップレボルシオン 牡5鹿 57 D．マクドノー 鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 512＋ 2 〃 アタマ 7．5�
（愛）

812	 セ セ リ 牡5栗 57 C．ルメール 冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 512＋ 42：15．9クビ 6．5	

22 
 ラルプデュエズ 牡6黒鹿 57
56 ☆小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 510＋12 〃 クビ 14．5


56 ハ ツ ガ ツ オ 牝5鹿 55 幸 英明江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 508± 02：16．0� 24．8�
79 ゼットスマイル 牡4栗 56 古川 吉洋�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 42：16．32 54．0
68 ベストセラーアスク 牝5鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 428＋ 2 〃 アタマ 61．4�
11 オカホンコー 牡5鹿 57 高田 潤小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 490± 02：18．1大差 150．9�
44 マウイノカオイ 牡6鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 白井牧場 484± 02：18．84 27．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，273，300円 複勝： 81，528，200円 枠連： 43，257，500円
馬連： 193，875，800円 馬単： 86，447，400円 ワイド： 86，431，000円
3連複： 232，622，300円 3連単： 407，745，200円 計： 1，207，180，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 210円 � 310円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，140円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 25，800円

票 数

単勝票数 計 752733 的中 � 107514（3番人気）
複勝票数 計 815282 的中 � 122961（2番人気）� 103179（4番人気）� 60637（7番人気）
枠連票数 計 432575 的中 （7－8） 57272（2番人気）
馬連票数 計1938758 的中 �� 104474（5番人気）
馬単票数 計 864474 的中 �� 24430（8番人気）
ワイド票数 計 864310 的中 �� 43860（3番人気）�� 18930（17番人気）�� 21683（14番人気）
3連複票数 計2326223 的中 ��� 32008（18番人気）
3連単票数 計4077452 的中 ��� 11456（79番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．6―13．5―13．0―13．1―13．2―12．1―11．5―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．4―37．0―50．5―1：03．5―1：16．6―1：29．8―1：41．9―1：53．4―2：04．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7
1
3
11，2－5，10，12，8，7（6，3）（9，4）－1
11，12，2（5，10）3（8，7，4）（6，9）－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインスペクトル �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 エアジハード デビュー 2014．7．13 福島15着

2012．4．29生 牡4鹿 母 レインボーロマンス 母母 クローズイン 18戦3勝 賞金 40，435，000円
※ハツガツオ号・ベストセラーアスク号は，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。

５レース目



（28京都1）第4日 1月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

218，120，000円
2，530，000円
6，140，000円
1，400，000円
22，200，000円
70，577，000円
5，364，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
566，265，700円
844，767，500円
340，915，800円
1，440，903，700円
723，115，400円
720，557，500円
1，890，122，000円
3，122，770，500円
588，368，400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 10，237，786，500円

総入場人員 19，583名 （有料入場人員 18，807名）
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