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01049 1月12日 晴 良 （27京都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）

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

59 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 452－ 41：55．4 86．3�

611 テイエムダイバート 牡3青 56 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 486－ 81：55．82� 35．4�
58 ナムラハンベエ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 520＋ 21：56．11� 2．5�
46 マコトグランドゥ 牡3栗 56 小牧 太�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 464－ 21：56．31� 19．5�
47 シンプリースパーブ 牡3鹿 56 岩田 康誠水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 482＋ 21：56．4� 4．5�
34 マロンマロン 牝3栗 54

51 ▲義 英真藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 2 〃 アタマ 28．1	

712 ゼンノリーアー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 458－121：56．61� 38．8

610 エターナルウインド 牡3黒鹿56 D．バルジュー 前田 葉子氏 谷 潔 浦河 岡本 昌市 498－ 6 〃 クビ 13．4�

（伊）

11 メイショウブユウ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476± 01：57．02� 3．8�
22 キングコースト 牡3鹿 56 幸 英明宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 450＋ 41：57．1� 9．9
713 シンボリシャガール 牡3鹿 56 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 462－ 21：57．42 34．4�
35 ワンダーウインディ 牡3黒鹿56 �島 良太山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 516＋ 21：57．61� 113．9�
815 チョッコリタマイレ 牡3鹿 56 菱田 裕二小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 460± 01：57．8� 147．1�
814 シャドウリクルート 牡3栗 56 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 532＋ 21：58．01 189．1�
23 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 476＋ 21：58．74 276．0�
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売 得 金
単勝： 24，192，000円 複勝： 37，637，900円 枠連： 13，745，500円
馬連： 58，224，500円 馬単： 33，898，500円 ワイド： 32，490，300円
3連複： 84，335，500円 3連単： 121，133，500円 計： 405，657，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，630円 複 勝 � 2，070円 � 730円 � 150円 枠 連（5－6） 1，490円

馬 連 �� 148，430円 馬 単 �� 373，880円

ワ イ ド �� 35，680円 �� 4，460円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 183，330円 3 連 単 ��� 3，377，760円

票 数

単勝票数 計 241920 的中 � 2242（11番人気）
複勝票数 計 376379 的中 � 3527（11番人気）� 10698（9番人気）� 98431（1番人気）
枠連票数 計 137455 的中 （5－6） 7127（5番人気）
馬連票数 計 582245 的中 �� 304（79番人気）
馬単票数 計 338985 的中 �� 68（169番人気）
ワイド票数 計 324903 的中 �� 230（83番人気）�� 1868（34番人気）�� 5783（15番人気）
3連複票数 計 843355 的中 ��� 345（187番人気）
3連単票数 計1211335 的中 ��� 26（1658番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．8―12．9―13．0―13．2―13．3―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．9―49．8―1：02．8―1：16．0―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビッグスペンダー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Broad Brush デビュー 2014．11．30 東京9着

2012．1．30生 牡3鹿 母 キーチェスターバーン 母母 Christiecat 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 リアン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。

01050 1月12日 晴 良 （27京都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）

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
1：09．1
1：08．7

重
重

35 ツァリーツァ 牝3栗 54 松山 弘平増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 大典牧場 468－ 41：14．0 26．3�
36 ドナソレイユ 牝3鹿 54

52 △松若 風馬山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 442＋ 41：14．42� 2．8�
816 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 448＋ 2 〃 ハナ 12．1�
714 タガノディナー 牝3黒鹿54 太宰 啓介八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 416－ 21：14．82� 26．3�
24 サトノマジカル 牝3青鹿 54

52 △小崎 綾也里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム 440 ―1：14．9� 55．0�
12 ホ ザ ン ナ 牝3栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 488＋101：15．0クビ 8．7�
510 シゲルハナガサ 牝3栗 54 菱田 裕二森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 434＋ 2 〃 アタマ 30．9�
11 タイセイマリーン 牝3芦 54 幸 英明田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 444－ 21：15．31� 17．3	
611 ミオイナンクル 牝3鹿 54 和田 竜二大西美生子氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 408－161：15．72� 12．5

713 ボーディシア 牝3青鹿54 D．バルジュー 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 448－ 21：16．02 6．1�
（伊）

59 スリーファイヤー 牝3栗 54
51 ▲城戸 義政永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 422－121：16．21� 96．3

47 ダイゴサクラ 牝3鹿 54 岩田 康誠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 462± 01：16．41 9．7�
48 クリノタンヤオ 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 田中 章博 日高 日西牧場 444＋ 61：16．61� 217．7�
815 カシノアムール 牝3鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新ひだか 池田牧場 494＋ 81：16．92 111．9�
23 テイエムカケヌケロ 牝3青鹿54 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 436± 01：17．32� 294．2�
612 ブーケオブローズ 牝3栃栗54 秋山真一郎岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 456－ 2 〃 アタマ 6．7�
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売 得 金
単勝： 23，684，600円 複勝： 34，072，500円 枠連： 17，242，500円
馬連： 56，880，800円 馬単： 29，258，400円 ワイド： 32，286，500円
3連複： 77，901，200円 3連単： 102，459，400円 計： 373，785，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 660円 � 150円 � 340円 枠 連（3－3） 5，400円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 11，340円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 4，780円 �� 710円

3 連 複 ��� 14，600円 3 連 単 ��� 122，570円

票 数

単勝票数 計 236846 的中 � 7194（9番人気）
複勝票数 計 340725 的中 � 10377（10番人気）� 78951（1番人気）� 23066（7番人気）
枠連票数 計 172425 的中 （3－3） 2472（17番人気）
馬連票数 計 568808 的中 �� 9103（20番人気）
馬単票数 計 292584 的中 �� 1935（51番人気）
ワイド票数 計 322865 的中 �� 7057（12番人気）�� 1657（51番人気）�� 12303（6番人気）
3連複票数 計 779012 的中 ��� 4001（58番人気）
3連単票数 計1024594 的中 ��� 606（429番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．3―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．0―35．7―48．0―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツァリーツァ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．10．14 京都10着

2012．4．14生 牝3栗 母 ハシルジョウオー 母母 ミ オ ツ ク シ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アゲート号・グリューヴァイン号・ニホンピロヘーラー号・ノンリケット号・パティ号・パープルドリーム号
※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５日



01051 1月12日 晴 良 （27京都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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

66 ロングスピーク 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 574 ―1：56．2 6．4�
78 ツーエムカイザー 牡3鹿 56 秋山真一郎水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 484 ― 〃 クビ 27．5�
22 ショウナンラクティ 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 514 ― 〃 ハナ 3．9�
77 スーサンジョイ 牡3鹿 56 菱田 裕二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 504 ―1：56．83� 4．2�
11 ダノングッド 牡3栗 56

54 △小崎 綾也�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 502 ―1：57．0� 12．7	
810 オーダシティー 牡3鹿 56 池添 謙一藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 528 ―1：58．17 26．0

44 イサチルルンナ 牝3芦 54 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 460 ― 〃 クビ 10．9�
55 シャイニンバトラー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 404 ―1：58．2クビ 34．6�
33 サトノシュトラール 牡3黒鹿 56

54 △松若 風馬里見 治氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B490 ―1：58．73 9．0
89 ギンザセレクト 牡3青鹿56 松山 弘平有馬 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498 ―1：59．55 4．4�
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売 得 金
単勝： 24，737，500円 複勝： 31，851，900円 枠連： 12，669，900円
馬連： 48，282，600円 馬単： 28，672，300円 ワイド： 23，586，100円
3連複： 59，483，500円 3連単： 98，718，000円 計： 328，001，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 570円 � 170円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 9，900円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 520円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 10，980円 3 連 単 ��� 69，080円

票 数

単勝票数 計 247375 的中 � 30576（4番人気）
複勝票数 計 318519 的中 � 37943（4番人気）� 11149（9番人気）� 61041（1番人気）
枠連票数 計 126699 的中 （6－7） 8616（5番人気）
馬連票数 計 482826 的中 �� 3778（34番人気）
馬単票数 計 286723 的中 �� 1678（53番人気）
ワイド票数 計 235861 的中 �� 1914（37番人気）�� 12568（4番人気）�� 2951（27番人気）
3連複票数 計 594835 的中 ��� 4060（40番人気）
3連単票数 計 987180 的中 ��� 1036（260番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．1―13．3―13．1―12．9―12．7―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．6―50．9―1：04．0―1：16．9―1：29．6―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロングスピーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Hernando 初出走

2012．1．15生 牡3鹿 母 アルヴァーダ 母母 Lalindi 1戦1勝 賞金 6，000，000円

01052 1月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27京都1）第5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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：11．2良・重

33 ダンツミュータント 牡6青鹿60 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 442± 03：16．6 3．8�
710 ワ イ ズ リ ー �7栗 60 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 478－ 63：16．92 1．5�
44 メイショウセイウン 牡4栗 59 植野 貴也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 482± 03：17．21� 83．7�
22 ウインボナンザ 牡4鹿 59 熊沢 重文�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 23：18．05 8．5�
56 トウケイギムレット 牡4黒鹿59 佐久間寛志木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 510＋ 63：18．32 17．1�
79 ミヤジエムジェイ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 516＋103：18．83 14．7	
11 シゲルオウシザ 牡5栗 60 難波 剛健森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 544＋ 73：19．65 21．0

68 フ リ メ ー ル 牝4栗 57 石神 深一�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 434－103：19．81� 92．7�
67 	 アラビアンドラゴン �5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 436＋103：19．9クビ 39．8
55 メイショウホタル 牝4鹿 57 黒岩 悠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 454± 03：21．17 155．5�
812 スイートブライアー 牝6鹿 58 中村 将之�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 464＋ 63：25．7大差 103．7�
811	 プリティピンク 牝7栗 58 田村 太雅中島 稔氏 坪 憲章 新冠 越湖牧場 430＋12 （競走中止） 168．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，766，400円 複勝： 69，471，000円 枠連： 13，762，400円
馬連： 45，745，400円 馬単： 37，041，900円 ワイド： 25，970，900円
3連複： 65，619，400円 3連単： 146，533，800円 計： 427，911，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 560円 枠 連（3－7） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，840円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 21，790円

票 数

単勝票数 計 237664 的中 � 49688（2番人気）
複勝票数 計 694710 的中 � 63525（2番人気）� 512243（1番人気）� 6219（9番人気）
枠連票数 計 137624 的中 （3－7） 43939（1番人気）
馬連票数 計 457454 的中 �� 139639（1番人気）
馬単票数 計 370419 的中 �� 35025（2番人気）
ワイド票数 計 259709 的中 �� 53080（1番人気）�� 2906（22番人気）�� 5038（14番人気）
3連複票数 計 656194 的中 ��� 11426（13番人気）
3連単票数 計1465338 的中 ��� 4874（63番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．0－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
9，3－（4，10）（6，2）－（1，8）＝7，12－5・（3，10）－9（4，6）2－1－8＝7＝5＝12

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ダンツミュータント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リードワンダー デビュー 2011．12．17 阪神1着

2009．4．20生 牡6青鹿 母 ウメノローマン 母母 タマモデイクター 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 プリティピンク号は，2号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻出血〕

を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プリティピンク号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月12日まで出走できない。



01053 1月12日 晴 良 （27京都1）第5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

59 ショウボート 牡3栗 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 22：14．9 2．9�
611 サンライズセンス 牡3栗 56

54 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 500－122：15．43 74．1�
36 トゥモローワールド 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 458± 0 〃 アタマ 8．6�
48 グリーンゼファー 牝3黒鹿54 D．バルジュー �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 ハナ 37．1�

（伊）

815 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 458＋ 4 〃 ハナ 13．7�
35 シャイニングスター 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 490＋ 42：15．5クビ 8．3	
24 ゼットスマイル 牡3栗 56 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 492－ 6 〃 クビ 50．0

11 ヒルノリヴァプール 牡3鹿 56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 488＋ 22：15．6クビ 2．4�
47 スプランドゥール 牡3青鹿 56

54 △小崎 綾也 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：15．92 72．7
12 ビセックスタイル 牝3栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－102：16．0� 79．2�
714 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 42：16．1� 75．7�
510 アシュラウェイ 牡3黒鹿56 和田 竜二前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム B456－ 22：16．31� 161．4�
23 パープルオンリー 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 434－ 62：17．15 507．0�
713	 イングランドローズ 牝3鹿 54 武 豊前田 葉子氏 矢作 芳人 英 Meon Val-

ley Stud 438－ 4 〃 クビ 27．1�
612 ビップチャーチャン 牝3栗 54

52 △松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 424－ 62：17．31 278．6�
816 エドノジョンソン 牡3鹿 56 岩田 康誠遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 462＋ 42：17．72� 19．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，876，500円 複勝： 54，676，000円 枠連： 24，046，100円
馬連： 81，574，200円 馬単： 46，680，900円 ワイド： 46，068，400円
3連複： 111，947，100円 3連単： 169，997，800円 計： 570，867，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 860円 � 220円 枠 連（5－6） 8，440円

馬 連 �� 8，840円 馬 単 �� 14，080円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 590円 �� 6，320円

3 連 複 ��� 25，930円 3 連 単 ��� 110，240円

票 数

単勝票数 計 358765 的中 � 96290（2番人気）
複勝票数 計 546760 的中 � 118941（2番人気）� 11870（10番人気）� 64950（3番人気）
枠連票数 計 240461 的中 （5－6） 2207（19番人気）
馬連票数 計 815742 的中 �� 7145（24番人気）
馬単票数 計 466809 的中 �� 2486（38番人気）
ワイド票数 計 460684 的中 �� 4594（25番人気）�� 21453（5番人気）�� 1791（47番人気）
3連複票数 計1119471 的中 ��� 3237（65番人気）
3連単票数 計1699978 的中 ��� 1118（270番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．5―12．5―13．1―12．7―12．7―12．4―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―35．1―47．6―1：00．1―1：13．2―1：25．9―1：38．6―1：51．0―2：03．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウボート �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．21 阪神2着

2012．2．11生 牡3栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ヒルノリヴァプール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アウトゼアー号・ユウキエナージー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01054 1月12日 晴 良 （27京都1）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

814 オートリボーン 牝3鹿 54 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 482 ―1：35．1 31．4�
610 ベッライリス 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 390 ―1：35．95 6．1�
813 プリンセスメジャー 牝3栗 54 D．バルジュー 国田 正忠氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 458 ―1：36．0� 2．7�

（伊）

711 エイプリルキッス 牝3黒鹿54 幸 英明�G1レーシング 梅田 智之 千歳 社台ファーム 442 ―1：36．32 47．2�
69 パッションエレナ 牝3栗 54 難波 剛健泉 一郎氏 高橋 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 520 ―1：36．51� 246．2	
46 スーサンヘイロー 牝3鹿 54 岩田 康誠林 進氏 松田 国英 新冠 協和牧場 434 ― 〃 アタマ 8．8

34 ハーベストブルー 牝3鹿 54 武 豊 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 406 ― 〃 アタマ 4．3�
45 ロイヤルセレモニー 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 444 ―1：36．92� 6．9�
58 チ ラ リ 牝3芦 54 福永 祐一安原 浩司氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 468 ―1：37．21� 13．9
22 ベストプラクティス 牝3鹿 54 和田 竜二柴田 洋一氏 中尾 秀正 浦河 鎌田 正嗣 B420 ―1：37．3� 27．2�
33 クィーンアルビレオ 牝3鹿 54 松山 弘平髙野 葉子氏 高野 友和 新冠 中央牧場 422 ―1：37．62 53．2�
11 ニホンピロアモーレ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 466 ―1：37．81� 34．9�
57 シャイニーセルヴァ 牝3黒鹿54 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 466 ―1：38．33 69．0�
712 エネルリリー 牝3鹿 54 川須 栄彦鈴木 康弘氏 牧田 和弥 新ひだか 武 牧場 468 ―1：38．51� 63．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，242，800円 複勝： 40，049，700円 枠連： 19，002，600円
馬連： 64，686，700円 馬単： 36，346，200円 ワイド： 34，120，200円
3連複： 80，419，100円 3連単： 118，072，000円 計： 425，939，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 600円 � 210円 � 150円 枠 連（6－8） 1，070円

馬 連 �� 9，860円 馬 単 �� 27，230円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 1，060円 �� 500円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 91，350円

票 数

単勝票数 計 332428 的中 � 8455（8番人気）
複勝票数 計 400497 的中 � 12648（9番人気）� 48751（4番人気）� 91938（1番人気）
枠連票数 計 190026 的中 （6－8） 13686（4番人気）
馬連票数 計 646867 的中 �� 5081（32番人気）
馬単票数 計 363462 的中 �� 1001（82番人気）
ワイド票数 計 341202 的中 �� 2871（33番人気）�� 8188（12番人気）�� 18614（2番人気）
3連複票数 計 804191 的中 ��� 7499（23番人気）
3連単票数 計1180720 的中 ��� 937（301番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．2―12．1―12．0―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．0―36．2―48．3―1：00．3―1：12．0―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オートリボーン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2012．3．13生 牝3鹿 母 オートクリス 母母 オートジャーニー 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。
※出走取消馬 マンテンドリーム号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



01055 1月12日 晴 良 （27京都1）第5日 第7競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

712 マークスマン �5鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508－ 21：25．5 7．1�

34 ラテンロック 牡4鹿 56 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 506－ 41：25．6� 1．6�

815 マ ー シ レ ス 牡4栗 56
53 ▲義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 462－ 21：25．7� 40．8�

58 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 492＋ 2 〃 クビ 15．8�
610� チョウエンペラー 牡4栗 56 松山 弘平丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 454＋ 21：25．8クビ 35．6�
611� モズワトウナイ 牡4鹿 56 川須 栄彦北側 雅司氏 森田 直行 新ひだか 土田 扶美子 448－ 21：25．9	 52．3	
11 ゴールデンアタック 牡7栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 492＋ 21：26．11
 8．3

35 � カメヤマシャチュウ 牡4鹿 56 武 豊岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 478± 01：26．52� 15．8�
46 ビバハイタッチ 牡4栗 56 太宰 啓介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 486＋ 6 〃 アタマ 15．0�
713 ショウナンサンタ 牡4鹿 56 国分 恭介湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 468＋ 41：26．71� 18．6�
814 シセイカスガ 牡4黒鹿56 D．バルジュー 猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 406＋ 41：27．12� 38．7�

（伊）

47 アルペンクローネ 牡5鹿 57 菱田 裕二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452＋ 31：27．42 145．1�
22 クリノジュロウジン 牡4栗 56

54 △小崎 綾也栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 478＋ 61：28．03� 330．2�
23 � ムーンフライト 牝4鹿 54

52 △松若 風馬 社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 468－ 1 〃 ハナ 40．3�
59 ツ ァ ー リ 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 61：28．32 173．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，858，500円 複勝： 59，599，300円 枠連： 21，666，000円
馬連： 81，683，500円 馬単： 54，296，900円 ワイド： 45，346，900円
3連複： 105，109，700円 3連単： 190，144，600円 計： 590，705，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 110円 � 700円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，960円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 36，300円

票 数

単勝票数 計 328585 的中 � 36877（2番人気）
複勝票数 計 595993 的中 � 64343（2番人気）� 273756（1番人気）� 10544（12番人気）
枠連票数 計 216660 的中 （3－7） 41955（1番人気）
馬連票数 計 816835 的中 �� 109706（1番人気）
馬単票数 計 542969 的中 �� 23343（7番人気）
ワイド票数 計 453469 的中 �� 45529（1番人気）�� 3537（28番人気）�� 9660（13番人気）
3連複票数 計1051097 的中 ��� 13133（18番人気）
3連単票数 計1901446 的中 ��� 3797（112番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．3―12．6―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．7―47．0―59．6―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マークスマン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．10．1 阪神10着

2010．4．16生 �5鹿 母 コ ム フ レ イ 母母 Myhrr 22戦3勝 賞金 29，758，000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。

01056 1月12日 晴 良 （27京都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00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
1：09．1
1：08．7

重
重

34 セトノミッシー 牝5鹿 55
52 ▲義 英真難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446± 01：13．0 8．3�
713 キングベイビー 牝5黒鹿 55

53 △松若 風馬前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 81：13．1� 3．6�

11 � クレアドール 牝4青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：13．2� 2．9�
22 ニホンピロディール 牝4栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450＋ 21：13．3クビ 16．3�
46 アンスタンフィール 牝5鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484＋ 61：13．4� 74．5�
47 ヒ ナ ア ラ レ 牝4栗 54 幸 英明�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 480－ 41：13．72 5．2	
610 ジャスティシア 牝6鹿 55 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 448＋ 6 〃 ハナ 55．6

59 シゲルミマサカ 牝4青鹿54 秋山真一郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 434－ 21：13．8クビ 95．6�
712� レディカリビアン 牝4芦 54 太宰 啓介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 446－ 21：13．9� 40．4�
814 スターペスユウコ 牝4鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 452± 01：14．11	 7．4
611 ボストンサクラ 牝6黒鹿 55

52 ▲城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452－ 4 〃 ハナ 112．7�
815 レッドセイリング 牝5鹿 55

53 △小崎 綾也 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498－121：14．31	 36．4�
58 ボストンビリーヴ 牝5栗 55 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472± 01：14．4� 66．4�
35 ディアプリンセス 牝5黒鹿55 菱田 裕二栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 松平牧場 450－101：14．5� 170．6�
23 � ワンダーフロレゾン 牝5鹿 55

53 △岩崎 翼山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 426－181：14．82 296．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，726，900円 複勝： 44，597，000円 枠連： 20，336，400円
馬連： 87，497，200円 馬単： 43，238，900円 ワイド： 41，812，100円
3連複： 104，401，800円 3連単： 156，988，200円 計： 534，598，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 170円 � 140円 � 140円 枠 連（3－7） 1，390円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 480円 �� 470円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 13，890円

票 数

単勝票数 計 357269 的中 � 34197（5番人気）
複勝票数 計 445970 的中 � 58421（4番人気）� 83293（2番人気）� 89034（1番人気）
枠連票数 計 203364 的中 （3－7） 11277（7番人気）
馬連票数 計 874972 的中 �� 47066（7番人気）
馬単票数 計 432389 的中 �� 8428（17番人気）
ワイド票数 計 418121 的中 �� 21023（8番人気）�� 21805（7番人気）�� 41450（1番人気）
3連複票数 計1044018 的中 ��� 48705（3番人気）
3連単票数 計1569882 的中 ��� 8192（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．8―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノミッシー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．17 京都10着

2010．4．7生 牝5鹿 母 フレンチミステリー 母母 ミスティックアイズ 25戦2勝 賞金 38，620，000円



01057 1月12日 晴 良 （27京都1）第5日 第9競走 ��
��1，400�

と び う め

飛 梅 賞
発走14時35分 （ダート・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 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

811 プレシャスルージュ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484± 01：25．3 3．0�
812� フォンタネットポー 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 516＋ 61：25．4� 3．6�
67 � アンクルダイチ 牡3鹿 56 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

478＋ 4 〃 クビ 5．0�
710 ツーエムマイスター 牡3黒鹿56 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452－ 41：25．71	 13．0�
11 リアルプロジェクト 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 506＋ 2 〃 ハナ 43．5�
68 ナムラカグヤヒメ 牝3鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 432－ 21：26．01	 23．5	
55 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 54 幸 英明友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 514－ 21：26．31	 22．0

33 オールブラッシュ 牡3黒鹿56 小崎 綾也 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 クビ 52．8�
22 ラブミークン 牡3栗 56 古川 吉洋小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 474＋ 41：26．72� 13．7�
44 � ランディングバース 牡3鹿 56 菱田 裕二 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak 544＋121：27．12� 6．9
79 ミスターベアー 牡3栗 56 太宰 啓介岡 浩二氏 石橋 守 熊本 村山 光弘 492＋ 11：27．42 191．0�
56 ブルーガーディアン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 478＋ 21：27．5� 59．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，834，200円 複勝： 66，275，200円 枠連： 29，891，100円
馬連： 122，125，800円 馬単： 62，279，400円 ワイド： 52，079，400円
3連複： 150，139，500円 3連単： 262，091，500円 計： 792，716，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（8－8） 530円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 220円 �� 350円 �� 340円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，540円

票 数

単勝票数 計 478342 的中 � 125573（1番人気）
複勝票数 計 662752 的中 � 152645（1番人気）� 139097（2番人気）� 102708（3番人気）
枠連票数 計 298911 的中 （8－8） 43148（2番人気）
馬連票数 計1221258 的中 �� 170981（1番人気）
馬単票数 計 622794 的中 �� 42694（1番人気）
ワイド票数 計 520794 的中 �� 66900（1番人気）�� 35185（3番人気）�� 37273（2番人気）
3連複票数 計1501395 的中 ��� 134254（1番人気）
3連単票数 計2620915 的中 ��� 53594（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．2―35．2―47．6―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレシャスルージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．26 中京12着

2012．2．17生 牡3黒鹿 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 4戦2勝 賞金 17，308，000円
※ランディングバース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01058 1月12日 晴 良 （27京都1）第5日 第10競走 ��
��1，800�

ま い づ る

舞 鶴 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

813 エクストラゴールド 牡4栗 56 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 526＋ 61：52．4 3．7�

34 シ ュ ミ ッ ト 牡5芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 500＋ 41：52．61� 7．4�
46 ゴ ダ ー ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：52．81	 20．8�
33 アテンファースト 牡5栗 57 幸 英明玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 486＋ 2 〃 アタマ 8．5�
69 タガノプリンス 牡7鹿 57 武 豊八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 21：53．01� 21．2�
57 スズカルパン 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474± 01：53．21 42．4	
11 ユキノスライダー 牡5栗 57 菱田 裕二遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 452± 01：53．3� 117．4

610 グレンガイル 牡4鹿 56 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 488± 01：53．4� 6．7�
45 セレッソレアル 牝4栗 54 国分 優作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 482＋ 21：53．5クビ 41．6
58 
 タンスチョキン 牝5鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 486－ 41：53．6� 43．0�
22 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿57 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 500± 0 〃 クビ 2．7�
814 レッドフォーチュン 牝5芦 55 D．バルジュー 杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 450＋ 21：54．45 72．9�

（伊）

711 マンハッタンコード 牡6鹿 57 松田 大作林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 ハナ 156．2�
712 ブレイヴリー 牡4鹿 56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 486＋141：54．82� 41．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，110，400円 複勝： 76，011，300円 枠連： 39，037，800円
馬連： 163，302，600円 馬単： 78，548，800円 ワイド： 67，758，300円
3連複： 209，510，700円 3連単： 343，251，100円 計： 1，028，531，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 220円 � 410円 枠 連（3－8） 850円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，210円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 25，970円

票 数

単勝票数 計 511104 的中 � 108754（2番人気）
複勝票数 計 760113 的中 � 159851（2番人気）� 87824（3番人気）� 37333（6番人気）
枠連票数 計 390378 的中 （3－8） 35300（4番人気）
馬連票数 計1633026 的中 �� 78220（6番人気）
馬単票数 計 785488 的中 �� 22962（8番人気）
ワイド票数 計 677583 的中 �� 31637（5番人気）�� 14094（12番人気）�� 9731（18番人気）
3連複票数 計2095107 的中 ��� 23000（21番人気）
3連単票数 計3432511 的中 ��� 9582（73番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―13．0―12．9―12．6―12．3―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―37．1―50．0―1：02．6―1：14．9―1：27．0―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクストラゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Theatrical デビュー 2013．11．17 京都3着

2011．4．27生 牡4栗 母 キングスミール 母母 スルーオール 12戦3勝 賞金 43，143，000円
〔その他〕 シュミット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シュミット号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月12日まで出走できない。
※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。

１レース目 ３レース目



01059 1月12日 晴 良 （27京都1）第5日 第11競走 ��
��1，200�

よどたんきょり

淀短距離ステークス
発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

714	 エイシンブルズアイ 牡4栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 464＋ 41：08．5 3．1�
713 アンバルブライベン 牝6鹿 57 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：08．71 5．9�
24 アイラブリリ 牝6黒鹿54 D．バルジュー �飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 444－ 61：08．8
 39．7�

（伊）

816 マコトナワラタナ 牝6鹿 54 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 450－ 8 〃 クビ 6．3�
510 サドンストーム 牡6栗 57 秋山真一郎 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 486＋ 6 〃 ハナ 5．3	
12 サクラアドニス 牡7黒鹿58 小崎 綾也�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 468－ 41：09．01� 38．6

815 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿56 幸 英明小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472＋ 4 〃 ハナ 50．5�
59 ダノンプログラマー 9青鹿57 国分 優作�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 464＋ 2 〃 クビ 37．9�
48 ナリタスーパーワン 牡6鹿 56 池添 謙一�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 482－101：09．1クビ 40．0
35 リアルヴィーナス 牝4鹿 53 藤岡 康太山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 456＋ 6 〃 アタマ 21．7�
23 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 56 武 豊ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 482＋ 8 〃 クビ 11．4�
36 レオンビスティー 牡6鹿 56 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 498＋101：09．2� 28．9�
612	 フレデフォート 牡8鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 464± 0 〃 アタマ 125．4�
611 クリーンエコロジー 牡7芦 56 和田 竜二石橋 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 506＋ 41：09．3クビ 203．0�
11 ラインスピリット 牡4黒鹿55 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 434＋ 81：09．4
 9．2�
47 キョウワマグナム 牡8鹿 56 小牧 太�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 530－121：09．72 147．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，734，000円 複勝： 131，563，100円 枠連： 97，100，400円 馬連： 383，113，500円 馬単： 169，868，000円
ワイド： 139，529，500円 3連複： 502，283，900円 3連単： 859，617，000円 5重勝： 553，111，500円 計： 2，933，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 220円 � 760円 枠 連（7－7） 1，090円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，050円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 12，020円 3 連 単 ��� 44，730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����� 700，140円

票 数

単勝票数 計 977340 的中 � 252071（1番人気）
複勝票数 計1315631 的中 � 303179（1番人気）� 153819（4番人気）� 31972（12番人気）
枠連票数 計 971004 的中 （7－7） 68732（5番人気）
馬連票数 計3831135 的中 �� 275987（3番人気）
馬単票数 計1698680 的中 �� 77478（3番人気）
ワイド票数 計1395295 的中 �� 82645（3番人気）�� 16769（22番人気）�� 10098（39番人気）
3連複票数 計5022839 的中 ��� 31316（37番人気）
3連単票数 計8596170 的中 ��� 13931（119番人気）
5重勝票数 計5531115 的中 ����� 553

ハロンタイム 12．2―11．2―11．5―11．4―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．9―46．3―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．6
3 13，14（1，15）（4，12）（2，6）（5，10，16）（3，11，8）－（7，9） 4 13，14（1，15）（4，12）（2，6，16）（5，10）8（3，11）9，7

勝馬の
紹 介

	エイシンブルズアイ �
�
父 Belgravia �

�
母父 Siphon デビュー 2013．11．16 京都1着

2011．4．6生 牡4栗 母 Miss Fear Factor 母母 Puddlejump 10戦3勝 賞金 72，786，000円
〔発走状況〕 ラインスピリット号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔調教再審査〕 ラインスピリット号は，発走調教再審査。
※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。

01060 1月12日 晴 良 （27京都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

35 フェイマスエンド 牡4栗 56
54 △松若 風馬 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 490＋201：47．4 24．2�

714 ト ル ス ト イ 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 41：47．71	 15．1�
24 ビオラフォーエバー 牡4栗 56 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 6 〃 クビ 10．4�
48 ハギノブシドウ 牡5栗 57 D．バルジュー 日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 498－ 21：48．01	 65．0�

（伊）

713 ダンツクロノス 牡5鹿 57 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 512－ 6 〃 クビ 19．8�
510 ダノンアンビシャス 牡4黒鹿56 岩田 康誠	ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478＋181：48．1クビ 6．4

815 テーオービックバン 牡4栗 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 81：48．31
 47．2�
612 ピエールドリュヌ 牝4黒鹿54 菱田 裕二 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 468－ 6 〃 ハナ 44．6�
816 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 2．9
11 インターンシップ 牡4鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 454＋ 41：48．4クビ 4．7�
47 ピサノベッテル 牝6黒鹿55 松田 大作市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 454＋10 〃 クビ 57．8�
59 ア カ ネ イ ロ 牝4栗 54 四位 洋文 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 486＋16 〃 ハナ 29．7�
36 テイエムサンビカ 牝4青鹿54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 474－ 41：48．5� 97．6�
23 アドマイヤバートン 牡7栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 500＋101：48．6クビ 51．3�
12 ディープウェーブ 牡5青鹿57 �島 良太万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 6 〃 クビ 6．7�
611� セルリアンラッシュ 牡4青 56 柴田 未崎�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B464－ 91：49．66 194．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，950，600円 複勝： 99，155，600円 枠連： 62，903，300円
馬連： 210，405，800円 馬単： 102，175，300円 ワイド： 90，685，500円
3連複： 267，710，500円 3連単： 457，774，800円 計： 1，370，761，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 650円 � 410円 � 310円 枠 連（3－7） 9，150円

馬 連 �� 22，110円 馬 単 �� 44，730円

ワ イ ド �� 5，560円 �� 3，260円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 59，450円 3 連 単 ��� 439，000円

票 数

単勝票数 計 799506 的中 � 26329（8番人気）
複勝票数 計 991556 的中 � 37244（8番人気）� 63690（6番人気）� 89556（5番人気）
枠連票数 計 629033 的中 （3－7） 5325（25番人気）
馬連票数 計2104058 的中 �� 7373（57番人気）
馬単票数 計1021753 的中 �� 1713（108番人気）
ワイド票数 計 906855 的中 �� 4177（54番人気）�� 7188（36番人気）�� 8472（30番人気）
3連複票数 計2677105 的中 ��� 3377（160番人気）
3連単票数 計4577748 的中 ��� 756（1082番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―12．7―12．3―11．9―11．0―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．3―49．0―1：01．3―1：13．2―1：24．2―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．2
3 4，9（5，8，15，16）10（1，14）（6，12，13）3，7（11，2） 4 4，9（5，16）8，15（1，14，10）13，3，6（12，7）（11，2）

勝馬の
紹 介

フェイマスエンド �
�
父 シルクフェイマス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．3．31生 牡4栗 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 11戦2勝 賞金 16，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウインレーベン号・サウンドバスター号・サンレイロッキー号・マルイチスクワート号・メイショウラバンド号
※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。

５レース目



（27京都1）第5日 1月12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 171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

197，000，000円
8，360，000円
1，470，000円
17，640，000円
68，466，000円
5，144，400円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
510，714，400円
744，960，500円
371，404，000円
1，403，522，600円
722，305，500円
631，734，100円
1，818，861，900円
3，026，781，700円
553，111，500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 9，783，396，200円

総入場人員 17，055名 （有料入場人員 15，414名）
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