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01013 1月9日 晴 良 （28京都1）第2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

23 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿56 荻野 琢真�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 460＋ 41：54．5 61．1�
48 ショークール 牡3栗 56

54 △加藤 祥太吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 508± 01：54．6� 17．1�
510 キングラディウス 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B470＋101：54．91� 32．1�
611� アイアンヒロイン 牝3鹿 54 M．デムーロ大野 照旺氏 森 秀行 米 Jack Dick-

erson 492＋ 81：55．0� 9．6�
24 コパデスコパ 牡3栗 56 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 492－ 21：55．1� 18．1�
12 エフハリスト 牡3青鹿56 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 470± 01：55．41� 22．7

713 テイケイアムール 牡3鹿 56 川須 栄彦兼松 忠男氏 �島 一歩 浦河 藤春 修二 518＋ 21：55．5� 132．2�
714 イ フ リ ー ト 牡3栗 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：55．6� 13．4�
612 サトノアルカディア 牡3黒鹿56 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B520＋301：56．02� 38．1
11 シ ソ ー ラ ス 牡3鹿 56 小林 徹弥�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 野村 正 406± 0 〃 アタマ 660．9�
47 サンマルクラウン 牡3鹿 56

54 △義 英真相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 484－101：56．21	 417．6�
36 � エイシンニトロ 牡3鹿 56 C．ルメール�栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton

C. Jones 500＋ 4 〃 アタマ 1．2�
59 ダンツワイズ 
3青鹿56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：56．51� 396．4�
35 ロ ワ ー ル 牝3栗 54 和田 竜二林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 422－ 21：56．7� 256．9�
815 アムロタイプ 牡3鹿 56 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 442－ 41：57．97 556．5�
816 ウインヴォルケーノ 牡3黒鹿56 高倉 稜�ウイン 中村 均 熊本 本田 土寿 496－ 21：58．64 538．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，978，000円 複勝： 168，001，100円 枠連： 14，574，400円
馬連： 69，249，600円 馬単： 49，668，500円 ワイド： 43，826，500円
3連複： 101，560，700円 3連単： 180，310，100円 計： 668，168，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，110円 複 勝 � 2，820円 � 1，010円 � 1，620円 枠 連（2－4） 4，320円

馬 連 �� 22，940円 馬 単 �� 55，260円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 5，370円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 67，820円 3 連 単 ��� 722，230円

票 数

単勝票数 計 409780 的中 � 5362（9番人気）
複勝票数 計1680011 的中 � 15470（9番人気）� 45607（3番人気）� 27453（7番人気）
枠連票数 計 145744 的中 （2－4） 2614（10番人気）
馬連票数 計 692496 的中 �� 2339（35番人気）
馬単票数 計 496685 的中 �� 674（71番人気）
ワイド票数 計 438265 的中 �� 3258（27番人気）�� 2075（36番人気）�� 7188（16番人気）
3連複票数 計1015607 的中 ��� 1123（100番人気）
3連単票数 計1803101 的中 ��� 181（682番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．5―12．5―12．6―12．5―12．9―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．5―50．0―1：02．6―1：15．1―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3
8，11（2，10，15）14（3，5，12）6（1，16）7，4，13，9・（8，10）－（2，11）3（5，14）（1，15）（12，6）4－（9，13）（7，16）

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

勝馬の
紹 介

ドゥドゥドゥ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2015．11．8 東京4着

2013．5．14生 牡3青鹿 母 ドゥーワップ 母母 ハウヤドウーン 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕ドゥドゥドゥ号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成28年1月16日から平成28年1月24日

まで騎乗停止。（被害馬：11番・10番・2番）
ショークール号の騎手加藤祥太は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウケイドラゴン号
（非抽選馬） 1頭 ディスピュート号

01014 1月9日 晴 良 （28京都1）第2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）

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

59 ドラゴンカップ 牡3鹿 56 C．ルメール 窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448 ―1：55．2 2．8�
35 メイショウカマクラ 牡3青鹿56 酒井 学松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 516 ―1：55．94 32．0�
36 マーキークラブ 牝3芦 54 藤岡 康太市川 義美氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 546 ―1：56．11� 9．9�
24 ハローマイディア 牡3黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 484 ― 〃 クビ 5．7�
12 ゴールデンゲート 牡3黒鹿56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―1：56．2� 7．5�
510 グランセノーテ 牡3栗 56 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 522 ― 〃 ハナ 4．5�
611 タマモアルム 牡3鹿 56 池添 謙一タマモ	 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 510 ―1：56．62� 23．7

612 イイデエクセレント 牡3鹿 56 松田 大作 	アールエスエーカントリ北出 成人 浦河 杵臼牧場 500 ―1：57．02� 43．2�
11 ルナーランダー 牡3栗 56 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520 ―1：57．42� 62．3�
23 レーヴドラージュ 牡3青 56 武 豊前田 晋二氏 中村 均 日高 浦新 徳司 524 ―1：57．61� 17．7
816 ホシルミエール 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 468 ―1：57．81� 135．1�
714 ピ ナ ク ル ズ 牡3黒鹿56 国分 恭介ライオンレースホース	 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 510 ―1：58．0� 86．6�
713 テイエムダイバリキ 牡3青鹿56 国分 優作竹園 正繼氏 日吉 正和 新ひだか チャンピオンズファーム 504 ―1：58．31� 197．8�
47 シ ャ イ ロ ー 牡3芦 56 松若 風馬会田 満雄氏 高橋 義忠 新ひだか 土田農場 492 ―1：58．61� 49．1�
815 アドマイヤフィズ 牝3鹿 54 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510 ―1：59．13 22．9�
48 ピサノブギーナイツ 牝3青鹿54 幸 英明市川義美ホール

ディングス	 池添 学 新ひだか 田中 裕之 464 ―1：59．84 74．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，814，100円 複勝： 39，700，200円 枠連： 19，062，400円
馬連： 53，949，200円 馬単： 29，581，200円 ワイド： 33，024，100円
3連複： 68，106，700円 3連単： 85，933，400円 計： 355，171，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 700円 � 290円 枠 連（3－5） 750円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 770円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 76，630円

票 数

単勝票数 計 258141 的中 � 72897（1番人気）
複勝票数 計 397002 的中 � 95630（1番人気）� 11113（9番人気）� 31709（5番人気）
枠連票数 計 190624 的中 （3－5） 19616（3番人気）
馬連票数 計 539492 的中 �� 7150（18番人気）
馬単票数 計 295812 的中 �� 2682（27番人気）
ワイド票数 計 330241 的中 �� 4164（20番人気）�� 11526（7番人気）�� 2635（31番人気）
3連複票数 計 681067 的中 ��� 3457（44番人気）
3連単票数 計 859334 的中 ��� 813（216番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―14．7―13．6―12．5―13．1―12．8―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―38．6―52．2―1：04．7―1：17．8―1：30．6―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンカップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Almutawakel 初出走

2013．3．8生 牡3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 グランセノーテ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 スリーサンレーザー号

第１回 京都競馬 第２日



01015 1月9日 晴 良 （28京都1）第2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）

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
1：21．7
1：21．5

重
不良

714 ロイヤルクルーズ 牝3黒鹿 54
52 △城戸 義政�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 436－ 21：26．5 24．4�

24 ティーゲット 牝3栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 470＋ 4 〃 クビ 7．5�
48 リバーサイドパーク 牝3鹿 54 小牧 太�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 448－ 21：26．92 10．0�
11 ラインダール 牝3栗 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 3．9�
47 オールスマイル 牝3青鹿54 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 2 〃 ハナ 4．2�
35 ショウナンマシェリ 牝3鹿 54 松若 風馬�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 2 〃 ハナ 9．2	
23 エルパンドール 牝3黒鹿54 小林 徹弥難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 468－ 81：27．32� 28．4

12 ヒデノホープ 牝3鹿 54 �島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 408± 01：27．93� 110．3�
59 オンマイステージ 牝3芦 54 M．デムーロ大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠 秋田牧場 432± 01：28．21� 4．3�
612 クリノエディンバラ 牝3鹿 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 440－ 41：28．51� 38．5
815 ジ ュ ト ゥ ヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二�谷口牧場 岡田 稲男 浦河 谷口牧場 412－12 〃 クビ 36．3�
713 ワ オ 牝3黒鹿54 幸 英明 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 �川 啓一 436＋101：28．92� 41．9�
510 ヒロンスキー 牝3鹿 54

52 △義 英真熊澤 浩樹氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 41：29．0クビ 96．0�
36 ヌーベルデフィー 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 424－ 61：29．1� 251．9�
816 ローズオーラ 牝3鹿 54 佐久間寛志�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 422－ 61：29．31� 180．1�
611 ドナパンテーラ 牝3鹿 54 和田 竜二石川 幸司氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 460＋101：30．68 89．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，293，500円 複勝： 48，180，700円 枠連： 16，772，300円
馬連： 68，995，500円 馬単： 35，322，600円 ワイド： 41，226，900円
3連複： 91，744，400円 3連単： 112，969，700円 計： 444，505，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 740円 � 260円 � 280円 枠 連（2－7） 5，610円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 13，250円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 2，980円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 21，800円 3 連 単 ��� 124，280円

票 数

単勝票数 計 292935 的中 � 9584（7番人気）
複勝票数 計 481807 的中 � 14769（7番人気）� 53782（4番人気）� 47357（5番人気）
枠連票数 計 167723 的中 （2－7） 2313（20番人気）
馬連票数 計 689955 的中 �� 7034（22番人気）
馬単票数 計 353226 的中 �� 1998（42番人気）
ワイド票数 計 412269 的中 �� 5002（19番人気）�� 3498（29番人気）�� 9624（11番人気）
3連複票数 計 917444 的中 ��� 3155（66番人気）
3連単票数 計1129697 的中 ��� 659（352番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．7―47．8―1：00．6―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクルーズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．6．13 阪神7着

2013．4．15生 牝3黒鹿 母 ロイヤルミント 母母 Cruisie 6戦1勝 賞金 5，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシンイマコマチ号・ブボナ号・メイショウフレイヤ号
（非抽選馬） 5頭 サウンドガリア号・シゲルニジョウサバ号・トゥールエッフェル号・フラックス号・メモリーマニフィカ号

01016 1月9日 晴 良 （28京都1）第2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）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

23 コージェント 牡3鹿 56 小牧 太水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 536＋141：12．6 75．2�
612 ワンパーセント 牡3栗 56 川田 将雅島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 21：13．13 6．1�
48 デピュティスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 476－ 21：13．2� 22．9�
24 アナフィエル 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 21：13．3� 15．6�
510 カゼノカムイ 牡3鹿 56 D．マクドノー 菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 470＋ 41：13．4クビ 19．7	

（愛）

12 コパノリスボン 牡3栗 56 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 502＋16 〃 クビ 9．1

59 サクレメジャー 牡3栗 56 浜中 俊 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋101：13．5クビ 19．0�
36 デルマオカル 牝3栗 54 菱田 裕二浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 452－101：13．6� 227．1�
611 シンゼンスタチュー 牡3黒鹿56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 510＋141：13．7� 5．8
714 コットンパール 牝3鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 440－ 21：13．8� 251．9�
815 ロワゾブルー 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 510± 01：13．9� 2．4�
47 ギ ン ゴ ー 牡3鹿 56 西村 太一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 482± 01：14．0クビ 25．0�
35 モウカッテル 牡3鹿 56 松若 風馬田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 450± 01：14．1� 17．6�
11 スティルプリンス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 474＋ 21：14．41� 113．5�
713 ア オ リ ス ト 牡3鹿 56 和田 竜二小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 三城牧場 510＋ 21：15．89 21．7�
816 タマモシルクハット 牡3黒鹿56 幸 英明タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 474＋ 61：16．11� 73．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，219，500円 複勝： 50，380，500円 枠連： 22，274，000円
馬連： 79，289，500円 馬単： 40，066，600円 ワイド： 50，284，800円
3連複： 102，255，600円 3連単： 125，157，400円 計： 506，927，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，520円 複 勝 � 1，650円 � 220円 � 490円 枠 連（2－6） 2，160円

馬 連 �� 16，050円 馬 単 �� 41，910円

ワ イ ド �� 4，880円 �� 10，560円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 63，640円 3 連 単 ��� 567，110円

票 数

単勝票数 計 372195 的中 � 3955（13番人気）
複勝票数 計 503805 的中 � 6774（13番人気）� 72275（2番人気）� 25583（7番人気）
枠連票数 計 222740 的中 （2－6） 7990（10番人気）
馬連票数 計 792895 的中 �� 3828（50番人気）
馬単票数 計 400666 的中 �� 717（118番人気）
ワイド票数 計 502848 的中 �� 2635（53番人気）�� 1208（69番人気）�� 8394（15番人気）
3連複票数 計1022556 的中 ��� 1205（171番人気）
3連単票数 計1251574 的中 ��� 160（1251番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．0―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コージェント �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．27 阪神2着

2013．4．11生 牡3鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 7戦2勝 賞金 16，750，000円
〔発走状況〕 コパノリスボン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コパノリスボン号は，発走調教再審査。
※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 オフクヒメ号・シゲルクロマグロ号・メイショウカネサダ号
※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。



01017 1月9日 晴 良 （28京都1）第2日 第5競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

48 レッドアヴァンセ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 41：35．1 1．6�
815 サトノマイヒメ 牝3栗 54 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 41：35．31� 11．1�
47 スターストリーム 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 438－ 21：35．4� 70．3�

36 ブラボーリリック 牝3芦 54 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 61：35．5� 59．6�
12 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 466＋ 8 〃 ハナ 9．5�
35 ラ グ ナ グ 牝3栗 54 浜中 俊吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 6．9	
612 フライングレディ 牝3黒鹿54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 426－ 41：35．6� 11．6

714 エイシンミノアカ 牝3黒鹿54 藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高野牧場 450－ 21：35．7� 22．7�
24 エクロジオン 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 466－ 21：35．91� 25．2�
713 フローレススカイ 牝3芦 54 C．ルメール 飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 470± 01：36．11� 26．5
23 セントラルルーク 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太大迫 基弘氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 464－ 21：36．2� 74．6�
611 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 4 〃 ハナ 282．7�
510 ベルリンガー 牝3黒鹿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 476－ 21：36．73 39．4�
59 メイショウタテハ 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 林 孝輝 428± 01：37．02 318．0�
11 サンプライス 牝3青鹿54 竹之下智昭加藤 信之氏 千田 輝彦 浦河 山田牧場 458＋ 41：37．21 444．8�
816 カシノマイドリーム 牝3鹿 54 水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 上村 清志 426－ 61：37．73 469．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，209，100円 複勝： 153，932，800円 枠連： 19，145，200円
馬連： 84，019，100円 馬単： 53，003，500円 ワイド： 54，358，200円
3連複： 104，607，800円 3連単： 180，912，100円 計： 695，187，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 990円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，670円 �� 5，880円

3 連 複 ��� 10，470円 3 連 単 ��� 26，160円

票 数

単勝票数 計 452091 的中 � 225334（1番人気）
複勝票数 計1539328 的中 � 1110103（1番人気）� 65786（3番人気）� 10242（12番人気）
枠連票数 計 191452 的中 （4－8） 22579（3番人気）
馬連票数 計 840191 的中 �� 87841（4番人気）
馬単票数 計 530035 的中 �� 42645（4番人気）
ワイド票数 計 543582 的中 �� 47538（3番人気）�� 7848（18番人気）�� 2162（44番人気）
3連複票数 計1046078 的中 ��� 7489（34番人気）
3連単票数 計1809121 的中 ��� 5013（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．4―47．6―1：00．0―1：11．9―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアヴァンセ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．11．21 京都2着

2013．4．24生 牝3黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 3戦1勝 賞金 9，800，000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 エアショウ号・ジャストセーブラブ号・パローマ号・プラチナメモリー号

01018 1月9日 晴 良 （28京都1）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

714� ノーザンバローズ 牡4鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.
Upham 494＋ 81：24．5 2．2�

11 � カフジオリオン 牡4鹿 56 岡田 祥嗣加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 478＋ 51：24．71� 42．0�

12 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 浜中 俊岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 450＋ 61：24．91� 22．0�
59 ダイシンバルカン 牡4鹿 56 川田 将雅大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 21：25．11� 3．8�
816 スズカシャーマン 牝5芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 458－ 2 〃 クビ 8．2�
35 ノ ボ リ フ ジ 牡5鹿 57

55 △	島 克駿原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B528＋ 6 〃 クビ 17．5�
510 ブルーガーディアン 牡4黒鹿56 酒井 学 	ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 482± 01：25．2
 214．6

48 タマモユウトウセイ 牡5栗 57 池添 謙一タマモ	 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B480－ 21：25．3クビ 5．2�
23 � チョウエンペラー 牡5栗 57 藤岡 康太丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 474＋141：25．4� 190．4�
612� リッカクロフネ 牡4芦 56 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 476＋ 8 〃 ハナ 154．5
713 マルイチウラノス 牡4栗 56 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 494± 01：25．71
 156．5�
47 サカジロビューティ 牝4鹿 54 国分 恭介ロイヤルパーク 武田 博 日高 シンボリ牧場 442－ 4 〃 ハナ 245．0�
36 � シャイニービーム 牡4鹿 56 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 444－ 11：25．91� 40．6�
815�� エイシンダイヤ 牝4鹿 54 和田 竜二	栄進堂 松元 茂樹 愛 K. K. Ei-

shindo 472－111：27．28 18．9�
24 � メイショウタイリン 牝5青 55 	島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 432± 01：27．73 162．1�
611 ピンクプリンセス 牝5芦 55 国分 優作木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 520＋ 6 〃 アタマ 366．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，997，000円 複勝： 48，606，800円 枠連： 19，625，500円
馬連： 78，518，800円 馬単： 44，410，800円 ワイド： 45，424，500円
3連複： 94，967，100円 3連単： 152，019，600円 計： 517，570，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 590円 � 530円 枠 連（1－7） 1，320円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 850円 �� 5，380円

3 連 複 ��� 12，670円 3 連 単 ��� 50，230円

票 数

単勝票数 計 339970 的中 � 119237（1番人気）
複勝票数 計 486068 的中 � 149187（1番人気）� 15660（9番人気）� 17868（8番人気）
枠連票数 計 196255 的中 （1－7） 11470（5番人気）
馬連票数 計 785188 的中 �� 18493（11番人気）
馬単票数 計 444108 的中 �� 7032（14番人気）
ワイド票数 計 454245 的中 �� 8992（12番人気）�� 14324（9番人気）�� 2089（35番人気）
3連複票数 計 949671 的中 ��� 5619（31番人気）
3連単票数 計1520196 的中 ��� 2194（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．7―46．6―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノーザンバローズ �
�
父 Pulpit �

�
母父 Hennessy デビュー 2015．1．17 京都1着

2012．4．9生 牡4鹿 母 Word o’ Wisdom 母母 Word o’ Ransom 6戦2勝 賞金 20，800，000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） 2頭 ショウナンハルカス号・パッシングブリーズ号
（非抽選馬） 1頭 ダンシング号



01019 1月9日 晴 良 （28京都1）第2日 第7競走 1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

713 ジャコカッテ 牡5栗 57 藤岡 康太晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 504－ 41：12．5 6．2�
24 タマモイレブン 牡4鹿 56 F．ヴェロンタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 528＋ 6 〃 クビ 19．9�

（仏）

11 コ ラ ン ダ ム �7栗 57 浜中 俊山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 504－ 21：12．6� 4．4�
36 ミカエルシチー 牡4鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 540± 0 〃 ハナ 2．0�
35 アイファーサラオー 牡4鹿 56 D．マクドノー 中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 500＋ 81：12．92 15．6�

（愛）

23 ハクサンフレンチ 牡4鹿 56 和田 竜二河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 506＋161：13．11� 25．4	
510 タガノディナー 牝4黒鹿54 高倉 稜八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 418± 01：13．95 234．5

612 ミトノゴールド 牡4栗 56 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 498＋ 61：14．0� 12．0�
816� ゲ ッ ト ミ ー 牝4栗 54

53 ☆岩崎 翼薪浦 州平氏 千田 輝彦 日高 下川 茂広 482＋ 81：14．1� 521．6�
815� ブロンズテーラー 牝5青鹿55 太宰 啓介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 442－ 81：14．2� 29．7
48 ヤマニンアタシャン 牝5鹿 55

53 △�島 克駿土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 424＋121：14．41	 25．6�
59 マッドアバウトユー 牝5栗 55 竹之下智昭加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 468＋ 21：14．6� 112．9�
611 ウェディングラン 牝4鹿 54 松田 大作小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 438＋ 6 〃 ハナ 321．1�
47 ゴマスリオトコ 牡4黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 516± 0 〃 ハナ 41．9�
714 ワンラヴワンハート 牡4青鹿56 S．フォーリー 山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 484－ 61：15．45 114．1�

（愛）

12 カワキタキャッスル 牝4黒鹿54 菱田 裕二川島 吉男氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 476－ 41：17．9大差 71．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，497，000円 複勝： 64，432，800円 枠連： 21，319，800円
馬連： 90，562，600円 馬単： 52，129，900円 ワイド： 53，997，700円
3連複： 117，807，900円 3連単： 181，026，000円 計： 618，773，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 280円 � 690円 � 210円 枠 連（2－7） 4，580円

馬 連 �� 7，980円 馬 単 �� 14，670円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 550円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 66，750円

票 数

単勝票数 計 374970 的中 � 47867（3番人気）
複勝票数 計 644328 的中 � 60532（3番人気）� 20500（9番人気）� 94335（2番人気）
枠連票数 計 213198 的中 （2－7） 3601（15番人気）
馬連票数 計 905626 的中 �� 8788（22番人気）
馬単票数 計 521299 的中 �� 2664（37番人気）
ワイド票数 計 539977 的中 �� 5836（23番人気）�� 26695（4番人気）�� 9328（14番人気）
3連複票数 計1178079 的中 ��� 9886（29番人気）
3連単票数 計1810260 的中 ��� 1966（184番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．1―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．3―48．2―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャコカッテ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Pulpit デビュー 2013．10．20 京都7着

2011．4．16生 牡5栗 母 イヴニングミスト 母母 Next Fall 19戦3勝 賞金 36，556，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カワキタキャッスル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月9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 カシノヒカル号
（非抽選馬） 1頭 ニホンピログレース号
※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。

01020 1月9日 晴 良 （28京都1）第2日 第8競走 2，200�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
2：10．0
2：10．0

良
良

36 ヴァフラーム 牝4鹿 54 S．フォーリー 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474± 02：12．1 4．1�
（愛）

12 ロングスピーク 牡4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 590＋422：12．52� 19．0�
24 スズカステイボーイ 牡4鹿 56 M．デムーロ永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B432－ 82：12．71� 4．6�
11 マイネルフレスコ 牡5栗 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 492± 0 〃 アタマ 22．2�
59 トウキョウタフガイ 牡5鹿 57 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 476＋ 2 〃 クビ 4．2	
714 カ ゼ ル タ 牝4栗 54 北村 友一吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：12．8クビ 19．8

47 マイネボニータ 牝5栗 55 川須 栄彦 �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 416± 02：13．12 105．2�
510 リッチガール 牝4栗 54 松田 大作吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 4 〃 クビ 20．9�
713 ドンアルフォンス 牡4黒鹿56 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 464＋ 62：13．2クビ 12．2
23 ウインレーベン 牡5青鹿 57

55 △加藤 祥太�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 462＋ 22：13．3� 6．5�
48 ヴォルスング 牡5鹿 57 F．ヴェロン �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 42：13．72� 48．3�
（仏）

612 アドマイヤロケット 牡4青鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 アタマ 33．7�
816� タガノグリズリー 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B482＋102：13．8クビ 110．1�
611 イイデフューチャー 牡5黒鹿57 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 466＋ 62：14．01� 20．3�
35 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 434－ 22：14．85 148．7�
815 アドマイヤアース 牡5栗 57 菱田 裕二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486± 02：15．22� 268．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，962，300円 複勝： 55，061，100円 枠連： 25，186，200円
馬連： 89，500，100円 馬単： 39，712，600円 ワイド： 49，698，700円
3連複： 116，684，700円 3連単： 145，207，500円 計： 554，013，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 920円 � 200円 枠 連（1－3） 3，230円

馬 連 �� 6，270円 馬 単 �� 9，790円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 520円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 60，080円

票 数

単勝票数 計 329623 的中 � 64249（1番人気）
複勝票数 計 550611 的中 � 94930（2番人気）� 11445（12番人気）� 79607（4番人気）
枠連票数 計 251862 的中 （1－3） 6042（13番人気）
馬連票数 計 895001 的中 �� 11053（28番人気）
馬単票数 計 397126 的中 �� 3040（38番人気）
ワイド票数 計 496987 的中 �� 4631（34番人気）�� 26689（3番人気）�� 6059（25番人気）
3連複票数 計1166847 的中 ��� 8658（34番人気）
3連単票数 計1452075 的中 ��� 1752（191番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．6―12．7―12．8―12．4―11．8―11．9―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．1―35．0―47．6―1：00．3―1：13．1―1：25．5―1：37．3―1：49．2―2：00．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァフラーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．7．12 中京3着

2012．2．13生 牝4鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 5戦2勝 賞金 15，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ビオラフォーエバー号・マイネルレオーネ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルプレッジ号
※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。



01021 1月9日 晴 良 （28京都1）第2日 第9競走 ��1，800�
ま い づ る

舞 鶴 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

24 ティンバレス 牝4青鹿53 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480－ 41：52．7 7．1�
47 � スリーアロー 牝5黒鹿53 藤岡 康太松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 41：52．91� 13．2�
59 メモリーシャルマン 牝7鹿 53 菱田 裕二橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 518－ 41：53．0� 13．6�
713 エイシンナセル 牡4鹿 54 C．ルメール�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 484＋ 4 〃 クビ 3．8�
815 タムロミラクル 牡4青鹿54 M．デムーロ谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 478＋ 41：53．31� 4．0	
11 シ ュ ミ ッ ト 牡6芦 56 北村 友一杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 492＋ 21：53．51� 28．5

35 オ ル ナ 牡4鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 514± 01：53．6� 16．0�
714 シーリーヴェール 牡5青鹿55 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 490＋16 〃 アタマ 12．7�
611 マッシヴヒーロー 牡7鹿 54 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 470＋ 4 〃 アタマ 17．7
48 サンライズワールド 	6栗 55 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 448＋ 21：53．7クビ 6．9�
612 タ マ モ リ ド 牝5黒鹿52 水口 優也タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 480－161：54．01� 58．5�
36 ダンツクロノス 	6鹿 54 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 520＋101：54．21� 108．2�
510 ナムラカグヤヒメ 牝4鹿 51 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 448＋ 21：54．51� 75．1�
12 ブレーヴマン 牡4鹿 53 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 440＋ 2 〃 クビ 219．3�
816 エイヴィアンボス 牡6鹿 53 幸 英明桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 544－121：54．81� 72．2�
23 オウケンゴールド 牡5栃栗54 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B508＋181：55．43� 42．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，550，100円 複勝： 68，000，800円 枠連： 30，704，300円
馬連： 127，251，900円 馬単： 53，599，800円 ワイド： 63，116，100円
3連複： 171，250，200円 3連単： 218，211，800円 計： 774，685，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 390円 � 380円 枠 連（2－4） 1，150円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 2，020円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 17，930円 3 連 単 ��� 82，010円

票 数

単勝票数 計 425501 的中 � 47337（4番人気）
複勝票数 計 680008 的中 � 86516（4番人気）� 42630（7番人気）� 44134（6番人気）
枠連票数 計 307043 的中 （2－4） 20619（5番人気）
馬連票数 計1272519 的中 �� 24253（15番人気）
馬単票数 計 535998 的中 �� 6426（19番人気）
ワイド票数 計 631161 的中 �� 11968（10番人気）�� 8009（27番人気）�� 8000（28番人気）
3連複票数 計1712502 的中 ��� 7160（67番人気）
3連単票数 計2182118 的中 ��� 1929（247番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―13．1―12．9―13．0―13．1―12．6―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―36．3―49．2―1：02．2―1：15．3―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティンバレス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．6 中京11着

2012．2．24生 牝4青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 12戦3勝 賞金 40，460，000円
〔制裁〕 タムロミラクル号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アドマイヤイバマ号・エルフショット号・エーシンエポナ号・キョウワランサー号・サトノアビリティ号・

ショーグン号・スズカウラノス号・スズカルパン号・テイエムジンソク号・パフュームボム号・
ビートゴーズオン号・メテオライト号・ランドスター号

01022 1月9日 晴 良 （28京都1）第2日 第10競走 ��2，000�
ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・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 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

11 ロングリバイバル 牡5鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 酒井牧場 506－ 21：58．9 21．6�
811 シ ホ ウ 牡5鹿 57 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 516＋ 81：59．11 7．8�
810 アングライフェン 牡4鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋14 〃 ハナ 2．4�
79 キングストーン 牡5鹿 57 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500± 01：59．31� 6．3�
55 サングレアル 牝5青鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 422± 01：59．72� 11．8�
33 ダノンフェニックス 牡8黒鹿57 岩田 康誠	ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468＋12 〃 クビ 30．5

44 ポセイドンバローズ 牡6栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B478＋ 22：00．12� 135．2�
67 ナ ム ラ ア ン 牝4黒鹿54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 468＋ 62：00．41� 6．0�
22 カ ノ ン 牝6鹿 55 高倉 稜 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 2 〃 クビ 16．2
78 ヘミングウェイ �6黒鹿57 M．デムーロ 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 474－ 22：00．61 6．7�
66 サンマルホーム 牡6栗 57 秋山真一郎相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 446＋ 22：00．81	 202．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 57，193，000円 複勝： 87，086，900円 枠連： 30，917，700円
馬連： 165，249，600円 馬単： 79，023，400円 ワイド： 66，921，000円
3連複： 195，686，700円 3連単： 356，639，800円 計： 1，038，718，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 460円 � 210円 � 130円 枠 連（1－8） 2，030円

馬 連 �� 6，630円 馬 単 �� 13，480円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，200円 �� 380円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 56，780円

票 数

単勝票数 計 571930 的中 � 21155（8番人気）
複勝票数 計 870869 的中 � 35540（8番人気）� 101128（5番人気）� 226346（1番人気）
枠連票数 計 309177 的中 （1－8） 11773（6番人気）
馬連票数 計1652496 的中 �� 19307（23番人気）
馬単票数 計 790234 的中 �� 4396（46番人気）
ワイド票数 計 669210 的中 �� 8320（25番人気）�� 13631（17番人気）�� 50107（3番人気）
3連複票数 計1956867 的中 ��� 25484（19番人気）
3連単票数 計3566398 的中 ��� 4553（184番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．6―12．1―11．8―12．2―11．5―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．2―48．3―1：00．1―1：12．3―1：23．8―1：35．1―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．1
1
3
1－9－11，2，10－3（5，8）4－6－7
1－9－11，10（2，5）（3，8，7）4，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロングリバイバル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．25 小倉4着

2011．3．23生 牡5鹿 母 アピールポイント 母母 ペリウィンクル 25戦5勝 賞金 72，517，000円

追 加 記 事（第 5回阪神競馬第 7日第 1競走）
〔その他〕　　チチェルキア号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ
イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



01023 1月9日 晴 良 （28京都1）第2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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

44 ローレルベローチェ 牡5栗 56 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 504＋ 41：07．8 3．0�
33 アースソニック 牡7鹿 58 M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 494－ 21：07．9� 3．1�
55 セカンドテーブル 牡4栗 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 468＋ 4 〃 ハナ 22．3�
11 コナブリュワーズ 牝6黒鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－ 81：08．0� 9．6�
22 	 マイネルエテルネル 牡6栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 506＋ 41：08．21 8．5	

77 サ フ ィ ロ ス 牡4鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 6．8

78 ゼ ロ ス 牡7鹿 56 S．フォーリー 杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 508＋141：08．3� 38．5�

（愛）

66 ワキノブレイブ 牡6青鹿57 D．マクドノー 脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 498＋ 81：08．4� 6．8�
（愛）

89 メイショウツガル 牡8鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 472＋ 61：08．72 113．8
810 ケイアイユニコーン 牡7栗 56 秋山真一郎亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B502＋ 6 〃 クビ 104．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 89，178，300円 複勝： 98，350，800円 枠連： 44，062，300円
馬連： 276，160，500円 馬単： 138，411，500円 ワイド： 104，184，700円
3連複： 333，557，100円 3連単： 722，383，400円 計： 1，806，288，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 140円 � 370円 枠 連（3－4） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 850円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 891783 的中 � 232806（1番人気）
複勝票数 計 983508 的中 � 193854（2番人気）� 223577（1番人気）� 47195（7番人気）
枠連票数 計 440623 的中 （3－4） 65954（1番人気）
馬連票数 計2761605 的中 �� 398369（1番人気）
馬単票数 計1384115 的中 �� 107677（1番人気）
ワイド票数 計1041847 的中 �� 131792（1番人気）�� 28617（13番人気）�� 22239（17番人気）
3連複票数 計3335571 的中 ��� 88422（13番人気）
3連単票数 計7223834 的中 ��� 48973（35番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．1―11．1―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．5―45．6―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．3
3 4（2，5，9）（3，6）（1，7）－8－10 4 4，5（2，9）（3，6）（1，7）8－10

勝馬の
紹 介

ローレルベローチェ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．12．22 阪神4着

2011．4．3生 牡5栗 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 16戦6勝 賞金 87，538，000円
〔制裁〕 ワキノブレイブ号の騎手D．マクドノーは，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・1番）
※ケイアイユニコーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01024 1月9日 晴 良 （28京都1）第2日 第12競走 ��1，400�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
1：19．0
1：19．0

良
良

23 スナッチマインド 牝5鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 61：21．1 2．8�

11 ベステンダンク 牡4栗 56 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 496＋ 2 〃 クビ 4．4�
816 カピオラニパレス 牡8芦 57 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 534＋ 61：21．2� 30．4�
713 アグネスハビット 牡7黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 470＋18 〃 アタマ 142．6�
59 ヴェルステルキング 牡4鹿 56 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B492＋ 61：21．3クビ 6．9�
24 エイシンペペラッツ 牡5栗 57 武 豊	栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 472± 0 〃 クビ 7．1

47 アドマイヤクーガー 牡8栗 57 菱田 裕二近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋201：21．4クビ 217．6�
12 ア ル テ 牡5栗 57 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 2 〃 ハナ 11．2�
611 ライブリシュネル 牡6鹿 57 S．フォーリー 加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 81：21．5クビ 73．7

（愛）

612 トウカイメリー 牝7青鹿55 田中 博康内村 正則氏 石橋 守 日高 福満牧場 460＋101：21．82 403．5�
510 ク ロ ー チ ェ �7栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 518－10 〃 クビ 12．2�
714 ボールドジャパン 牡5鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 520＋ 4 〃 ハナ 34．5�
36 クレスコモア 牡6黒鹿 57

55 △加藤 祥太堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 528＋ 41：21．9� 114．5�
48 ピンストライプ 牡4青鹿56 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526－ 41：22．0クビ 12．3�
815 ニホンピロディール 牝5栗 55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 454－ 81：22．32 53．9�
35 ダノングラシアス 牝4黒鹿54 岩田 康誠	ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 514＋141：22．72� 41．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，909，600円 複勝： 110，692，500円 枠連： 51，852，000円
馬連： 203，600，800円 馬単： 92，112，100円 ワイド： 99，911，600円
3連複： 256，964，400円 3連単： 420，502，300円 計： 1，311，545，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 420円 枠 連（1－2） 390円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，200円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 15，620円

票 数

単勝票数 計 759096 的中 � 212467（1番人気）
複勝票数 計1106925 的中 � 321951（1番人気）� 197841（2番人気）� 42005（8番人気）
枠連票数 計 518520 的中 （1－2） 102706（1番人気）
馬連票数 計2036008 的中 �� 283677（1番人気）
馬単票数 計 921121 的中 �� 73737（1番人気）
ワイド票数 計 999116 的中 �� 120214（1番人気）�� 19390（13番人気）�� 13277（21番人気）
3連複票数 計2569644 的中 ��� 39603（13番人気）
3連単票数 計4205023 的中 ��� 19514（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．2―46．6―58．5―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナッチマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cat Thief デビュー 2013．7．21 中京2着

2011．4．22生 牝5鹿 母 ス ナ ッ チ ド 母母 Christmas Star 13戦4勝 賞金 58，277，000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。
（非当選馬） 4頭 ケイアイユニコーン号・コスモドーム号・ゴットラウディー号・トシザキミ号
※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。



（28京都1）第2日 1月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

223，490，000円
2，530，000円
6，340，000円
1，200，000円
22，850，000円
73，339，500円
4，680，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
547，801，500円
992，427，000円
315，496，100円
1，386，347，200円
707，042，500円
705，974，800円
1，755，193，300円
2，881，273，100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 9，291，555，500円

総入場人員 15，581名 （有料入場人員 14，949名）
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