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01049 1月16日 晴 良 （28京都1）第5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

35 デルマチャチャ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 488＋ 21：54．5 4．4�

712 ベ ル ク リ ア 牝3芦 54 M．デムーロ水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 462－ 61：55．13� 2．9�
22 クリノセゴビア 牝3黒鹿54 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 450± 01：55．52� 9．2�
815 ジャーマンアイリス 牝3芦 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450－ 41：55．82 14．9�
11 マルクデラポム 牝3青鹿54 岩田 康誠三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 474± 01：56．01� 4．8�
610 ディスグラース 牝3黒鹿54 浜中 俊 	サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋101：56．1クビ 7．6

23 レ イ ナ ア ラ 牝3黒鹿54 佐藤 友則名古屋友豊� 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 21：56．31� 15．8�
（笠松）

59 タイセイフラム 牝3鹿 54 池添 謙一田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B428± 01：56．5� 145．8�
814 シュルーバック 牝3鹿 54 古川 吉洋西森 鶴氏 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 512± 01：56．82 269．3
46 ア リ モ ニ ー 牝3栗 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 目野 哲也 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 21：56．9クビ 493．4�
34 クーファレイア 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 474－ 61：57．0� 41．1�
58 マイグランクロア 牝3鹿 54 S．フォーリー 吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 480＋ 41：57．21� 31．6�

（愛）

47 ブルベアバラクーダ 牝3栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 田中 章博 浦河 王蔵牧場 434－141：57．62� 335．1�
611 ミキノカンタータ 牝3黒鹿54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 438＋ 61：58．98 27．7�
713 ドナパンテーラ 牝3鹿 54 花田 大昂石川 幸司氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 458－ 22：00．07 124．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，231，800円 複勝： 36，196，300円 枠連： 10，998，500円
馬連： 46，675，000円 馬単： 23，742，800円 ワイド： 27，299，900円
3連複： 66，557，600円 3連単： 78，573，300円 計： 310，275，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 130円 � 180円 枠 連（3－7） 710円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 340円 �� 630円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 202318 的中 � 36226（2番人気）
複勝票数 計 361963 的中 � 65295（2番人気）� 86624（1番人気）� 42008（4番人気）
枠連票数 計 109985 的中 （3－7） 11900（2番人気）
馬連票数 計 466750 的中 �� 41148（2番人気）
馬単票数 計 237428 的中 �� 10327（3番人気）
ワイド票数 計 272999 的中 �� 21639（2番人気）�� 10534（7番人気）�� 15332（4番人気）
3連複票数 計 665576 的中 ��� 24602（4番人気）
3連単票数 計 785733 的中 ��� 6501（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．9―13．2―13．4―13．3―12．7―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．3―49．5―1：02．9―1：16．2―1：28．9―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマチャチャ �
�
父 サムライハート �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．11．7 京都11着

2013．4．19生 牝3鹿 母 サバクノバラ 母母 ワイルドフラワー 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドナパンテーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月16日まで平地競

走に出走できない。
※ブルベアバラクーダ号は，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または施行団体名を表示している。

01050 1月16日 晴 良 （28京都1）第5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

11 シゲルオキサワラ 牡3鹿 56
54 △加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 454± 01：14．1 11．1�

23 ランドハイパワー 牡3鹿 56 松田 大作木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 486＋ 8 〃 ハナ 28．6�
713 ヨ シ オ 牡3鹿 56 岩田 康誠仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464－ 41：14．2� 4．1�
611 カネトシボヌール 牡3鹿 56 浜中 俊兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 438＋ 21：14．52 18．7�
612 カネトシフェアリー 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 484＋ 81：14．6� 25．5�
815 オモロイシャチョウ 牡3鹿 56 武 豊 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 浦河 村中牧場 504± 0 〃 アタマ 2．2	
59 ル ミ ノ ー ル 牡3黒鹿56 C．ルメール 薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 474＋ 81：15．02� 7．1

816 キングアタリオー 牡3栗 56 佐藤 友則伊藤 正男氏 浜田多実雄 新冠 小松 隆弘 510＋ 4 〃 クビ 26．3�

（笠松）

36 メイショウヨイチ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 482＋ 21：15．21 57．4�
12 ナンゴクハルネット 牝3黒鹿54 池添 謙一渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 422± 0 〃 アタマ 66．5
47 リ リ ス モ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋ 4 〃 ハナ 14．8�

35 カガフルスロットル 牡3鹿 56 国分 優作香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 450＋10 〃 ハナ 62．6�
48 ツイセキシャ 牡3鹿 56 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 480＋ 41：15．41� 33．8�
510 トオイショウワノ 牡3栗 56 S．フォーリー 小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 410－ 21：15．61 92．6�

（愛）

24 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 438－ 61：16．13 202．8�

714 カンガルーブラクマ 牡3黒鹿56 古川 吉洋長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 沖田 忠幸 494＋181：17．27 183．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，647，700円 複勝： 28，854，900円 枠連： 11，048，700円
馬連： 42，408，700円 馬単： 23，670，900円 ワイド： 26，299，000円
3連複： 57，354，600円 3連単： 75，645，300円 計： 284，929，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 320円 � 740円 � 170円 枠 連（1－2） 12，090円

馬 連 �� 20，560円 馬 単 �� 41，570円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 570円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 15，830円 3 連 単 ��� 154，480円

票 数

単勝票数 計 196477 的中 � 14059（4番人気）
複勝票数 計 288549 的中 � 21971（4番人気）� 8028（8番人気）� 58417（2番人気）
枠連票数 計 110487 的中 （1－2） 708（26番人気）
馬連票数 計 424087 的中 �� 1598（40番人気）
馬単票数 計 236709 的中 �� 427（89番人気）
ワイド票数 計 262990 的中 �� 1193（45番人気）�� 12799（4番人気）�� 3201（20番人気）
3連複票数 計 573546 的中 ��� 2717（45番人気）
3連単票数 計 756453 的中 ��� 355（382番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―12．4―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．7―48．1―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルオキサワラ �
�
父 トワイニング �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2015．6．13 阪神9着

2013．4．26生 牡3鹿 母 ショウナンカグラ 母母 ダイヤノクビカザリ 11戦1勝 賞金 7，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アサケシュート号・クラウンサングリア号・テイエムフライヤー号・トウケイエース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 京都競馬 第５日



01051 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第3競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

611 イーストオブザサン 牡3黒鹿56 武 豊三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470＋ 61：55．3 2．6�
510 メイショウドスコイ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 422＋ 41：55．61� 72．2�
23 ディスピュート 牡3鹿 56 水口 優也畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 436＋ 61：55．81� 18．9�
612 エ ア シ ョ ウ 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 81：55．9� 29．9�
59 トーアライジン 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 504＋ 61：56．0� 10．1�
36 デ ス マ ッ チ 牡3鹿 56 北村 友一泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 472＋101：56．42� 43．6	
35 タイセイアモーレ 牝3黒鹿54 佐藤 友則田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：56．5クビ 14．8


（笠松）

11 クーイカヌウ 牡3栗 56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 462－ 61：56．71� 139．6�
24 スクリューネイバー 牡3芦 56 小林 徹弥松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 41：57．12� 41．6�
47 スズカマサル 牡3鹿 56 M．デムーロ永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 448＋ 61：57．2クビ 4．9
48 ホッコースイセイ 牝3栗 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 458＋ 21：57．83� 39．8�
816 マンテンロード 牡3黒鹿56 花田 大昂小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 446－ 41：57．9クビ 388．5�
815 タマモマリンバ 牡3鹿 56 岩田 康誠タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 472－ 61：58．0� 7．8�
713 ハイドロフォイル 牡3鹿 56 S．フォーリー �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 81：58．42� 5．2�

（愛）

12 トウケイドラゴン 牡3黒鹿 56
54 △加藤 祥太木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 細道牧場 480－ 21：58．5� 327．8�

714 カネトシコンデュー 牡3栗 56 武 幸四郎兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 小泉牧場 426－ 61：59．67 323．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，226，700円 複勝： 29，886，200円 枠連： 11，174，000円
馬連： 44，131，300円 馬単： 22，448，200円 ワイド： 27，125，900円
3連複： 57，706，300円 3連単： 72，213，400円 計： 285，912，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 170円 � 1，340円 � 460円 枠 連（5－6） 1，630円

馬 連 �� 10，770円 馬 単 �� 16，830円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 800円 �� 9，260円

3 連 複 ��� 36，270円 3 連 単 ��� 173，930円

票 数

単勝票数 計 212267 的中 � 64170（1番人気）
複勝票数 計 298862 的中 � 62436（1番人気）� 4574（12番人気）� 14929（7番人気）
枠連票数 計 111740 的中 （5－6） 5292（9番人気）
馬連票数 計 441313 的中 �� 3174（32番人気）
馬単票数 計 224482 的中 �� 1000（53番人気）
ワイド票数 計 271259 的中 �� 2190（33番人気）�� 9143（8番人気）�� 729（62番人気）
3連複票数 計 577063 的中 ��� 1193（90番人気）
3連単票数 計 722134 的中 ��� 301（453番人気）

ハロンタイム 12．2―11．9―14．3―13．4―12．6―12．3―12．8―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．1―38．4―51．8―1：04．4―1：16．7―1：29．5―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イーストオブザサン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．11．22 京都11着

2013．3．14生 牡3黒鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サンマルクラウン号・シゲルカツオ号・ニホンピロリープ号・モズリンリン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01052 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第4競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

23 チ ャ ー ム 牝3栗 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502 ―1：14．2 1．8�

47 サフランハート 牡3鹿 56 田中 健海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 420 ― 〃 クビ 16．5�
815 メイショウバーズ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 446 ―1：14．51� 15．7�
12 タガノシェーヴル 牡3栗 56 北村 友一八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436 ― 〃 クビ 13．3�
612 アイノシルシ 牝3黒鹿54 酒井 学 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 ノースガーデン 440 ―1：14．81� 135．6	
48 ワンダープニヒール 牝3鹿 54 岩田 康誠山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 438 ―1：15．43� 68．5

713 ストンライティング 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 440 ― 〃 クビ 17．8�
35 スターペスマックス 牡3鹿 56 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 446 ―1：16．03� 8．0�
36 ア イ ギ ー ナ 牝3黒鹿54 畑端 省吾�G1レーシング 須貝 尚介 日高 野島牧場 470 ―1：16．21� 16．2
714 キングズキャニオン 牡3鹿 56 国分 優作石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 三石ファーム 442 ―1：16．3� 98．4�
611 エイシンウィチタ 牝3鹿 54 D．マクドノー �栄進堂 坂口 正則 新ひだか 信田牧場 446 ―1：16．51� 88．8�

（愛）

816 ダンガンウーマン 牝3鹿 54 C．ルメールロイヤルパーク 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 452 ― 〃 ハナ 5．6�
510 プリティクイーン 牝3栗 54 池添 謙一長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 448 ―1：19．1大差 39．7�
59 テイエムハナマル 牝3鹿 54 松田 大作竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 508 ― 〃 ハナ 132．5�
11 レ オ バ ル ゴ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 450 ―1：19．31� 265．6�
24 キタノポーラー 牡3黒鹿56 S．フォーリー 北所 直人氏 西村 真幸 新冠 小泉牧場 440 ― 〃 ハナ 122．6�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，485，500円 複勝： 30，183，700円 枠連： 13，047，100円
馬連： 41，108，000円 馬単： 25，646，300円 ワイド： 24，248，300円
3連複： 49，920，500円 3連単： 72，305，000円 計： 277，944，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 350円 � 270円 枠 連（2－4） 1，440円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 830円 �� 700円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 18，360円

票 数

単勝票数 計 214855 的中 � 93591（1番人気）
複勝票数 計 301837 的中 � 103048（1番人気）� 15755（7番人気）� 21731（4番人気）
枠連票数 計 130471 的中 （2－4） 7006（6番人気）
馬連票数 計 411080 的中 �� 17340（7番人気）
馬単票数 計 256463 的中 �� 8121（9番人気）
ワイド票数 計 242483 的中 �� 7604（8番人気）�� 9222（4番人気）�� 2378（28番人気）
3連複票数 計 499205 的中 ��� 6727（18番人気）
3連単票数 計 723050 的中 ��� 2854（51番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―13．2―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．1―36．4―49．6―1：01．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ ャ ー ム �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Mr. Prospector 初出走

2013．5．9生 牝3栗 母 ミスアドーラブル 母母 Compassionate 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオバルゴ号・キタノポーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月

16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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ソリッドボート号・フィーリングウェル号・メイショウトヅガワ号・ラブミーロード号
※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。



01053 1月16日 曇 良 （28京都1）第5日 第5競走 ��
��2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

612 ヴァンキッシュラン 牡3黒鹿56 M．デムーロ島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498＋ 82：02．2 2．2�
36 ロードプレミアム 牡3黒鹿56 C．ルメール �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 4 〃 クビ 2．2�
713 スワーヴアーサー 牡3鹿 56 岩田 康誠�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482－ 82：02．41 11．7�
59 ナムラルパン 牡3鹿 56 酒井 学奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 494＋ 22：02．61� 11．5�
47 トウカイシェーン 牝3栗 54 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 448＋ 42：02．92 63．8	
12 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 佐藤 友則
野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 412± 02：03．0クビ 50．1�

（笠松）

510 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 22：03．1� 296．5�
35 コークスクリュー 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 2 〃 アタマ 119．6
23 グローサーザール 牡3栗 56 S．フォーリー �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 542－ 42：03．31� 46．3�

（愛）

11 ゴ ッ ツ ア ン 牡3鹿 56
54 △加藤 祥太中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 聖心台牧場 486－ 42：03．4� 370．4�

24 ウインクルスーパー 牝3鹿 54 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 470± 0 〃 クビ 17．8�
815 アイムファースト 牡3黒鹿56 池添 謙一ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 414± 02：03．61� 97．1�
48 セ ネ ッ テ ィ 牡3鹿 56 D．マクドノー �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 494－ 42：03．7クビ 25．6�

（愛）

816 リキッドブルー 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也青芝商事� 西村 真幸 安平 	橋本牧場 474＋ 8 〃 ハナ 291．5�

611 ウエスタンギンジ 牡3鹿 56 北村 友一西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 472－ 2 〃 アタマ 181．2�
714
 ティーエスベリー 牝3鹿 54 松田 大作田畑 利彦氏 岩元 市三 愛 Mr Susumu

Hayashi 456－ 22：08．5大差 527．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，465，500円 複勝： 73，401，000円 枠連： 12，361，600円
馬連： 60，543，700円 馬単： 35，667，900円 ワイド： 32，673，600円
3連複： 81，479，400円 3連単： 132，355，200円 計： 458，947，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（3－6） 200円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 130円 �� 420円 �� 400円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 304655 的中 � 106346（2番人気）
複勝票数 計 734010 的中 � 339816（1番人気）� 221350（2番人気）� 32420（5番人気）
枠連票数 計 123616 的中 （3－6） 45746（1番人気）
馬連票数 計 605437 的中 �� 254488（1番人気）
馬単票数 計 356679 的中 �� 66933（2番人気）
ワイド票数 計 326736 的中 �� 91440（1番人気）�� 15339（5番人気）�� 15974（4番人気）
3連複票数 計 814794 的中 ��� 93333（2番人気）
3連単票数 計1323552 的中 ��� 45517（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―13．3―13．2―11．7―12．9―12．9―12．1―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．6―49．8―1：01．5―1：14．4―1：27．3―1：39．4―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァンキッシュラン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2015．7．26 函館2着

2013．3．18生 牡3黒鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 マリネリス号の騎手三津谷隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月16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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 パープルスクエア号・フラジョレット号・ヤマニンボアソルチ号
（非抽選馬） 1頭 テトラコード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01054 1月16日 曇 良 （28京都1）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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
1：21．7
1：21．5

重
不良

813 カレンコティヤール 牝5栗 55
53 △加藤 祥太鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 470－ 61：25．0 28．6�

11 ベルディーヴァ 牝4栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋101：25．42� 3．6�
34 クイーンズターフ 牝4青鹿54 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 〃 ハナ 2．4�
22 アスタキサンチン 牝4栗 54 松田 大作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B460＋ 81：25．61� 32．5�
610� トレジャーステイト 牝4鹿 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464－13 〃 ハナ 6．7�

（笠松）

69 � レディカリビアン 牝5芦 55 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 458－ 4 〃 クビ 7．1	
57 モズマッテタワ 牝6黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也 
キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 490＋ 21：25．7クビ 15．5�
814 モントボーゲン 牝5鹿 55 S．フォーリー �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：25．91� 70．5�

（愛）

58 ア ブ ニ ー ル 牝5鹿 55 竹之下智昭中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 41：26．0クビ 81．0

45 ケンブリッジデイズ 牝4栗 54 北村 友一中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 454± 0 〃 ハナ 209．3�

46 � エスケイミネルバ 牝4青 54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 	川フアーム 458＋ 81：26．32 248．2�
711 アスターペニー 牝4鹿 54 岩田 康誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 452－ 41：26．4クビ 46．0�
33 ダ ン シ ン グ 牝4栗 54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 486－ 21：26．5
 198．3�
712 パラダイスリッジ 牝4鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス
 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454± 01：26．6
 11．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，923，400円 複勝： 38，718，700円 枠連： 14，482，800円
馬連： 58，019，200円 馬単： 32，001，700円 ワイド： 32，622，600円
3連複： 76，478，400円 3連単： 109，244，300円 計： 389，491，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 530円 � 150円 � 120円 枠 連（1－8） 4，360円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 18，700円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，110円 �� 220円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 48，170円

票 数

単勝票数 計 279234 的中 � 7797（7番人気）
複勝票数 計 387187 的中 � 11005（9番人気）� 62796（2番人気）� 125071（1番人気）
枠連票数 計 144828 的中 （1－8） 2571（14番人気）
馬連票数 計 580192 的中 �� 7111（20番人気）
馬単票数 計 320017 的中 �� 1283（46番人気）
ワイド票数 計 326226 的中 �� 4360（20番人気）�� 6648（13番人気）�� 48193（1番人気）
3連複票数 計 764784 的中 ��� 17089（9番人気）
3連単票数 計1092443 的中 ��� 1644（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．3―47．7―1：00．2―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンコティヤール �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．6．29 中京8着

2011．4．15生 牝5栗 母 タシロスプリング 母母 セ ナ リ オ 18戦3勝 賞金 26，520，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



01055 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

56 インテグラード 牡5青鹿57 武 豊�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492＋ 41：54．4 3．5�
811 マッシヴランナー 牡4黒鹿56 S．フォーリー 小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 512＋ 41：54．5� 10．5�

（愛）

79 ヨドノナイト 牡4鹿 56 松田 大作海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 500± 01：54．6� 8．6�
11 アースシンフォニー 牡4鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B486＋ 21：54．81� 7．9�
44 マイネルヴェッケン 牡4鹿 56 佐藤 友則 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 490－ 21：54．9� 18．4	
（笠松）

812 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 470－ 2 〃 クビ 37．6


67 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± 01：55．0クビ 11．1�

710 シルバーソード 牡4鹿 56 M．デムーロ�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 41：55．1� 7．2�

33 ノーブルクリスタル 牡4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 474± 0 〃 アタマ 66．8
22 ル イ カ ズ マ 牡5鹿 57 池添 謙一�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 492－ 2 〃 アタマ 20．1�
68 マルカライン 牡4栗 56 D．マクドノー 日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 504± 01：55．52� 12．0�

（愛）

55 オメガタックスマン 牡4鹿 56 岩田 康誠原 
子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B472＋ 61：56．03 5．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，027，600円 複勝： 35，790，200円 枠連： 16，619，800円
馬連： 60，166，000円 馬単： 26，852，500円 ワイド： 33，318，400円
3連複： 76，878，900円 3連単： 96，983，400円 計： 369，636，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 360円 � 280円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 640円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 48，090円

票 数

単勝票数 計 230276 的中 � 51895（1番人気）
複勝票数 計 357902 的中 � 65132（1番人気）� 22149（7番人気）� 31619（6番人気）
枠連票数 計 166198 的中 （5－8） 10354（6番人気）
馬連票数 計 601660 的中 �� 15869（11番人気）
馬単票数 計 268525 的中 �� 3699（18番人気）
ワイド票数 計 333184 的中 �� 7793（10番人気）�� 13877（4番人気）�� 4974（27番人気）
3連複票数 計 768789 的中 ��� 7042（27番人気）
3連単票数 計 969834 的中 ��� 1462（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―38．8―52．0―1：04．8―1：17．2―1：29．3―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテグラード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．2．1 東京12着

2011．3．30生 牡5青鹿 母 ブ リ オ ー サ 母母 タッチフォーゴールド 23戦2勝 賞金 26，550，000円
［他本会外：2戦1勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01056 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

48 � アンクルダイチ 牡4鹿 56 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 米
Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

490± 01：12．1 8．1�
35 ギャラクシーエクス 牡5黒鹿 57

55 △加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 478＋121：12．41	 5．9�
815 ミトノゴールド 牡4栗 56 古川 吉洋ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 494－ 41：12．61
 13．4�
612 ボストンビリーヴ 牝6栗 55 松田 大作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462± 01：12．7	 24．4�
714 ワキノハガクレ 牡4黒鹿56 池添 謙一脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 428＋ 21：12．8クビ 8．3	
11 エイシンファイヤー 牡4鹿 56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 494± 01：12．9
 4．2

816� セ ト ア ロ ー 牡5鹿 57 岩田 康誠難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

536＋ 21：13．11� 7．3�
36 � ストームジャガー 牡6鹿 57 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 494＋ 6 〃 アタマ 21．6�
611� メイショウルナ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 508＋ 21：13．2クビ 70．3
23 サーティグランド 牡4鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 514± 01：13．3
 23．0�
59 セイジャッカル 牡4鹿 56 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 470－ 6 〃 ハナ 14．1�
47 レモンティー 牝5黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 468± 01：13．4	 41．9�
24 アドマイヤスカイ 牡4青鹿56 M．デムーロ近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：13．5	 8．3�
510� アイファーハート 牝4黒鹿54 D．マクドノー 中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B450＋ 61：14．35 311．5�

（愛）

713 カシノヒカル 牡5鹿 57 花田 大昂柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ
アーム 494＋ 81：14．83 304．4�

12 ニホンピログレース 牝4鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 490－ 61：15．65 35．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，193，600円 複勝： 39，873，400円 枠連： 18，723，000円
馬連： 70，229，000円 馬単： 29，136，500円 ワイド： 37，726，700円
3連複： 90，232，400円 3連単： 101，961，400円 計： 413，076，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 320円 � 260円 � 410円 枠 連（3－4） 2，280円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，800円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 20，630円 3 連 単 ��� 110，000円

票 数

単勝票数 計 251936 的中 � 24703（4番人気）
複勝票数 計 398734 的中 � 32927（5番人気）� 43486（4番人気）� 23561（8番人気）
枠連票数 計 187230 的中 （3－4） 6362（11番人気）
馬連票数 計 702290 的中 �� 16484（12番人気）
馬単票数 計 291365 的中 �� 3050（27番人気）
ワイド票数 計 377267 的中 �� 7508（13番人気）�� 3415（39番人気）�� 6120（22番人気）
3連複票数 計 902324 的中 ��� 3279（86番人気）
3連単票数 計1019614 的中 ��� 672（447番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．9―46．9―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．2
3 5，2，8（1，6，16）（3，9，14）15，4，11－（12，13）－（7，10） 4 5－（2，8）1（6，16）15（3，9，14）4，11－12，13－7－10

勝馬の
紹 介

�アンクルダイチ �
�
父 Discreetly Mine �

�
母父 El Corredor デビュー 2014．12．20 阪神1着

2012．4．30生 牡4鹿 母 Darling Monique 母母 Amandas Bandit 6戦2勝 賞金 19，944，000円
〔制裁〕 アドマイヤスカイ号の騎手M．デムーロは，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴマスリオトコ号
※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。



01057 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 賞
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

710 エルビッシュ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：33．7 4．8�
811 ヒルノマゼラン 牡3黒鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 504＋ 8 〃 クビ 5．2�
55 サンライズクロンヌ 牡3栗 56 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 478＋ 21：33．8クビ 2．7�
79 スマートスペクター 牡3鹿 56 池添 謙一大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 446＋161：34．22� 18．0�
56 キャノンストーム 牡3黒鹿56 浜中 俊前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 21：34．41� 11．0�
22 ウインクレド 牡3鹿 56 D．マクドノー �ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 462± 01：34．5� 76．0	

（愛）

68 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 ハナ 6．3

11 ウインオスカー 牡3鹿 56 S．フォーリー �ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 484＋ 61：34．71� 9．7�

（愛）

67 	 エイシンキロオル 牡3青鹿56 国分 優作�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 444± 0 〃 クビ 266．5�
44 	 コクスイセン 牡3黒鹿56 武 幸四郎中辻 明氏 田中 章博 登別 ユートピア牧場 486＋ 21：34．91� 17．6
812 サイタスリーレッド 牡3鹿 56 太宰 啓介西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 476＋ 21：35．0クビ 141．6�
33 
 メ イ サ 牝3黒鹿54 佐藤 友則�ホースケア 坂口 義幸 日高 新生ファーム 416－ 41：37．3大差 470．1�

（愛知） （笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，784，100円 複勝： 65，341，600円 枠連： 19，146，700円
馬連： 110，045，000円 馬単： 51，975，900円 ワイド： 49，175，100円
3連複： 130，830，700円 3連単： 212，037，100円 計： 683，336，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（7－8） 1，170円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 540円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 447841 的中 � 74101（2番人気）
複勝票数 計 653416 的中 � 112556（2番人気）� 81456（4番人気）� 190328（1番人気）
枠連票数 計 191467 的中 （7－8） 12626（6番人気）
馬連票数 計1100450 的中 �� 47524（7番人気）
馬単票数 計 519759 的中 �� 12829（13番人気）
ワイド票数 計 491751 的中 �� 21136（6番人気）�� 53634（1番人気）�� 31743（5番人気）
3連複票数 計1308307 的中 ��� 74000（2番人気）
3連単票数 計2120371 的中 ��� 15885（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．2―47．2―59．0―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エルビッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Eltish デビュー 2015．9．12 阪神2着

2013．3．11生 牝3黒鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 5戦2勝 賞金 21，394，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

01058 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第10競走 ��
��1，600�

は な み こ う じ

花 見 小 路 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

69 ブランドベルグ 牡4青鹿56 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 486＋ 81：33．9 9．1�
11 ティーエスネオ 牡5芦 57 池添 謙一田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 524＋ 4 〃 クビ 17．4�
58 メイクアップ 牡5栗 57 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 21：34．0クビ 18．6�
610 テルメディカラカラ 牝4黒鹿54 浜中 俊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 456＋ 8 〃 ハナ 12．8�
33 ショウボート 牡4栗 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：34．1� 7．0�
813 サウンドアプローズ 牡4黒鹿56 武 豊増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 492＋ 8 〃 ハナ 7．8	
814	 ストーンウェア 牡4鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 468± 01：34．31� 2．7

57 アドマイヤライン 牡6青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 ハナ 118．8�
45 バ ン ザ イ 牡7栗 57 太宰 啓介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 6 〃 アタマ 95．2�
46 サトノアッシュ 牡4鹿 56 佐藤 友則里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 494＋ 81：34．51
 11．1

（笠松）

712 ベアトリッツ 牝6鹿 55 岩田 康誠 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448＋ 41：34．71
 38．0�
34 ア ト ム 牡5鹿 57 S．フォーリー 杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 478＋101：34．8クビ 5．6�

（愛）

711 ゴットラウディー 牡8鹿 57 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 474＋ 41：35．01
 126．9�
22 ウインクルキラリ 牝6栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 486＋ 61：35．42� 334．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，598，500円 複勝： 76，904，700円 枠連： 38，240，500円
馬連： 133，612，900円 馬単： 54，715，800円 ワイド： 59，494，000円
3連複： 170，645，000円 3連単： 218，391，900円 計： 799，603，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 370円 � 470円 � 390円 枠 連（1－6） 6，040円

馬 連 �� 9，250円 馬 単 �� 16，740円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 1，940円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 30，510円 3 連 単 ��� 155，380円

票 数

単勝票数 計 475985 的中 � 41693（5番人気）
複勝票数 計 769047 的中 � 56580（6番人気）� 41612（9番人気）� 52174（7番人気）
枠連票数 計 382405 的中 （1－6） 4903（18番人気）
馬連票数 計1336129 的中 �� 11183（33番人気）
馬単票数 計 547158 的中 �� 2450（62番人気）
ワイド票数 計 594940 的中 �� 6783（33番人気）�� 7935（32番人気）�� 5386（36番人気）
3連複票数 計1706450 的中 ��� 4194（89番人気）
3連単票数 計2183919 的中 ��� 1019（497番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．0―11．8―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．5―46．5―58．3―1：10．1―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランドベルグ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Platini デビュー 2015．2．22 小倉1着

2012．4．25生 牡4青鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 9戦3勝 賞金 40，824，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



01059 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第11競走 ��
��1，800�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．1．17以降28．1．11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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

33 サージェントバッジ 牡4黒鹿54 M．デムーロ大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498＋ 41：51．8 3．8�
57 ダノングッド 牡4栗 54 岩田 康誠�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B504＋10 〃 クビ 12．5�
22 ロードフォワード 牡5青鹿55 池添 謙一 �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 472＋ 41：52．33 23．2�
69 ブライトアイディア 牡6栗 55 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋161：52．4� 7．2�
46 マヤノオントロジー 牡7黒鹿55 C．ルメール 田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 506± 0 〃 ハナ 5．6�
11 ミッキーヘネシー 牡7栃栗54 太宰 啓介野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 492＋ 21：52．5� 72．8	
58 グッドマイスター 牡7鹿 55 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 9．5

610 エクストラゴールド 牡5栗 55 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 542＋ 4 〃 ハナ 4．3�
813 タガノゴールド 牡5栗 56 松田 大作八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－12 〃 クビ 26．5�
45 ダテノハクトラ 牡5芦 54 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490＋101：52．6クビ 120．2
712 ナムララオウ 牡6栗 53 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 516＋161：53．13 146．5�
814 レッドルグラン 牡4鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 510± 0 〃 ハナ 10．2�
711 メイショウイチオシ 牡5黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 546＋121：53．63 17．7�

（13頭）
34 テイエムグンカン 牡4栗 55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 512＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 57，312，900円 複勝： 86，917，800円 枠連： 65，627，300円
馬連： 180，680，900円 馬単： 71，629，800円 ワイド： 74，954，300円
3連複： 195，198，700円 3連単： 265，470，000円 計： 997，791，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 350円 � 510円 枠 連（3－5） 770円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 2，120円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 22，400円 3 連 単 ��� 102，150円

票 数

単勝票数 差引計 573129（返還計107891） 的中 � 118302（1番人気）
複勝票数 差引計 869178（返還計138549） 的中 � 141766（2番人気）� 60017（7番人気）� 38226（8番人気）
枠連票数 差引計 656273（返還計 27878） 的中 （3－5） 65774（2番人気）
馬連票数 差引計1806809（返還計747222） 的中 �� 40657（15番人気）
馬単票数 差引計 716298（返還計290462） 的中 �� 9401（25番人気）
ワイド票数 差引計 749543（返還計271444） 的中 �� 15123（16番人気）�� 9099（29番人気）�� 5479（40番人気）
3連複票数 差引計1951987（返還計1352255） 的中 ��� 6533（85番人気）
3連単票数 差引計2654700（返還計1938350） 的中 ��� 1884（391番人気）

ハロンタイム 12．2―11．8―13．6―12．9―12．2―12．3―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―37．6―50．5―1：02．7―1：15．0―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サージェントバッジ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．6．29 阪神5着

2012．5．3生 牡4黒鹿 母 タペストリー 母母 ゲ ル ニ カ 16戦4勝 賞金 49，114，000円
〔競走除外〕 テイエムグンカン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻9分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムグンカン号は，平成28年1月17日から平成28年2月15日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

01060 1月16日 晴 良 （28京都1）第5日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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
1：43．9
1：43．9

良
良

56 ウェスタールンド 牡4栗 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋121：47．1 4．7�
44 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 D．マクドノー �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 446± 01：47．31� 11．8�

（愛）

45 インターンシップ 牡5鹿 57 C．ルメール 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 454－ 4 〃 ハナ 2．5�
57 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿55 岩田 康誠�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 458＋ 21：47．4	 3．7�
812 マイネボニータ 牝5栗 55 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 414－ 2 〃 アタマ 36．5	

（愛）

33 シップーコウライ 牡4栗 56 武 豊
嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 480＋221：47．5� 6．7

710� クリノハッチャン 牝5鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 454± 0 〃 クビ 81．7�
813 シゲルエベッサン 牡4鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 484－ 21：47．71	 23．9�
22 � ベネフィットユー 牡7黒鹿57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 454－ 41：47．91 50．8
68 グランスエルテ 牡6栗 57

55 △加藤 祥太 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 41：48．21� 217．4�

11 � エイシンダイヤ 牝4鹿 54 武 幸四郎�栄進堂 松元 茂樹 愛 K. K. Ei-
shindo 470－ 21：49．05 62．7�

69 エドノジョンソン 牡4鹿 56 柴田 未崎遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 462＋ 41：49．32 37．6�
711� ワンダフルバディ 牝5芦 55 佐藤 友則堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 438＋ 21：49．51	 371．6�

（笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，392，000円 複勝： 66，420，100円 枠連： 36，010，100円
馬連： 145，858，500円 馬単： 70，476，900円 ワイド： 70，055，900円
3連複： 173，862，100円 3連単： 318，675，100円 計： 941，750，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 230円 � 140円 枠 連（4－5） 270円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 750円 �� 290円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計 603920 的中 � 102738（3番人気）
複勝票数 計 664201 的中 � 99723（3番人気）� 62232（5番人気）� 148708（1番人気）
枠連票数 計 360101 的中 （4－5） 100443（1番人気）
馬連票数 計1458585 的中 �� 43053（9番人気）
馬単票数 計 704769 的中 �� 12084（17番人気）
ワイド票数 計 700559 的中 �� 21647（9番人気）�� 66393（2番人気）�� 41937（5番人気）
3連複票数 計1738621 的中 ��� 78402（5番人気）
3連単票数 計3186751 的中 ��� 20061（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．5―11．6―12．2―12．0―12．3―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．7―47．3―59．5―1：11．5―1：23．8―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウェスタールンド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．8．24 札幌5着

2012．2．11生 牡4栗 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 11戦2勝 賞金 25，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（28京都1）第5日 1月16日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

188，820，000円
8，580，000円
1，300，000円
19，190，000円
67，833，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
399，289，300円
608，488，600円
267，480，100円
993，478，200円
467，965，200円
494，993，700円
1，227，144，600円
1，753，855，400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
計 6，212，695，100円

総入場人員 13，737名 （有料入場人員 13，063名）
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