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04001 1月30日 曇 不良 （28京都2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00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

714 ライディングハイ 牝3鹿 54 松若 風馬�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 478± 01：12．0 87．7�
816 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 438－ 21：12．21 26．9�
47 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± 0 〃 クビ 8．7�
59 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 512＋ 81：12．3� 2．8	
48 シルバードリーム 牝3栃栗54 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 438± 01：12．51� 9．0

815 スパイチャクラ 牝3黒鹿54 浜中 俊 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 468－ 21：12．6� 6．1�
36 ア リ ッ サ ム 牝3黒鹿54 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 01：12．7� 3．1�
11 トチノマドンナ 牝3黒鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 416± 01：12．8� 27．2
35 カシノポップ 牝3黒鹿54 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 漆原 一也 436＋121：13．12 68．6�
611 ブルベアシャーク 牝3黒鹿54 佐藤 友則 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 428＋ 21：13．52� 149．0�

（笠松）

713 グ ロ ー リ ア 牝3黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458＋10 〃 クビ 47．5�

12 メイショウタテハ 牝3栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 林 孝輝 428± 01：13．71� 170．2�
510 スピードウッド 牝3黒鹿 54

52 △義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 436＋ 41：14．33� 175．0�
612 カフジティアラ 牝3黒鹿54 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476－ 21：14．72� 22．4�
24 オ ー ラ パ 牝3栗 54 国分 優作名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 440± 01：15．87 346．6�
23 レディバサラ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也増田 和啓氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 21：16．33 181．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，722，700円 複勝： 36，079，800円 枠連： 11，179，000円
馬連： 40，857，700円 馬単： 23，345，900円 ワイド： 26，604，100円
3連複： 61，857，000円 3連単： 85，015，200円 計： 302，661，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，770円 複 勝 � 2，520円 � 740円 � 340円 枠 連（7－8） 4，390円

馬 連 �� 87，950円 馬 単 �� 192，410円

ワ イ ド �� 13，310円 �� 7，750円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 173，750円 3 連 単 ��� 1，257，870円

票 数

単勝票数 計 177227 的中 � 1616（11番人気）
複勝票数 計 360798 的中 � 3416（11番人気）� 12558（6番人気）� 31681（5番人気）
枠連票数 計 111790 的中 （7－8） 1972（11番人気）
馬連票数 計 408577 的中 �� 360（72番人気）
馬単票数 計 233459 的中 �� 91（140番人気）
ワイド票数 計 266041 的中 �� 511（58番人気）�� 881（42番人気）�� 2889（19番人気）
3連複票数 計 618570 的中 ��� 267（175番人気）
3連単票数 計 850152 的中 ��� 49（1099番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．8―12．0―12．0―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライディングハイ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．10．17 京都5着

2013．4．28生 牝3鹿 母 アイキボウユウキ 母母 シルバーコースト 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 カフジティアラ号の騎手秋山真一郎は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レディバサラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クレッシェンド号
※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。

04002 1月30日 曇 不良 （28京都2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

12 フォンターナリーリ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482± 01：51．3 2．5�
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 490＋ 61：52．68 9．1�
23 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 470± 0 〃 アタマ 10．6�
36 トウケイワラウカド 牡3鹿 56 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 490＋101：52．7� 30．9�
816 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 498－ 61：53．01� 20．7�
48 カフジキング 牡3鹿 56 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 472＋ 41：53．31� 2．5	
47 エアワイバーン 牡3青鹿56 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 544＋14 〃 ハナ 9．4

815 タイセイフラム 牝3鹿 54 酒井 学田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B424－ 41：53．72� 304．5�
59 サウンドスプレッド 牡3鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 466± 0 〃 ハナ 58．5�
510 ヤマニンエスペロス 牡3鹿 56

54 △義 英真土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 504－ 41：53．8� 99．9
612 ダンツワイズ �3青鹿56 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 21：54．43� 311．3�
11 ワイエムフェアリー 牡3栗 56 武 幸四郎�サンライズ 高橋 義忠 新ひだか 前田 宗将 448＋121：54．93 114．4�
713 アドマイヤローレル 牡3鹿 56 国分 恭介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 488± 01：55．0� 179．4�
35 ノートルスウェ 牡3栗 56 国分 優作�ヒダカファーム松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 504± 01：55．95 76．2�
714 トウケイエース 牡3鹿 56 S．フォーリー 木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 宮内牧場 486± 01：56．64 216．6�

（愛）

611 ジ オ ビ ー ト 牡3黒鹿56 佐藤 友則小関 勝紀氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 476－ 21：56．8� 144．6�
（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，286，700円 複勝： 60，867，000円 枠連： 13，133，400円
馬連： 52，151，500円 馬単： 29，593，200円 ワイド： 31，126，600円
3連複： 70，340，700円 3連単： 108，872，000円 計： 390，371，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 310円 � 330円 枠 連（1－2） 740円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 480円 �� 490円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 242867 的中 � 75825（2番人気）
複勝票数 計 608670 的中 � 167901（2番人気）� 41786（3番人気）� 37728（4番人気）
枠連票数 計 131334 的中 （1－2） 13672（3番人気）
馬連票数 計 521515 的中 �� 31059（3番人気）
馬単票数 計 295932 的中 �� 11104（5番人気）
ワイド票数 計 311266 的中 �� 17367（4番人気）�� 16802（5番人気）�� 6290（12番人気）
3連複票数 計 703407 的中 ��� 17720（6番人気）
3連単票数 計1088720 的中 ��� 7852（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．7―49．3―1：01．4―1：13．9―1：26．7―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォンターナリーリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．12．13 阪神2着

2013．5．12生 牝3鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイエース号・ジオビート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29日

まで平地競走に出走できない。
※タイセイフラム号は，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。

第２回 京都競馬 第１日



04003 1月30日 曇 不良 （28京都2）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

816 ダノンレーザー 牡3栗 56 C．ルメール�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 520－ 21：24．8 1．3�
714 メイショウフレイヤ 牝3栗 54

52 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 454－ 21：25．33 72．4�
24 ブレイジンフェザー 牡3黒鹿56 高田 潤野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 466－ 21：25．72� 79．0�
11 カネトシフェアリー 牝3鹿 54 M．デムーロ兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 486＋ 21：25．8クビ 19．5�
612 ウイングエンペラー 牡3栗 56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 476± 0 〃 クビ 129．0�
36 ワンミリオンス 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 	サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470－121：25．9クビ 5．8

35 ライジングスター 牡3青 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 460－ 41：26．11� 25．0�
713 タマモマリンバ 牡3鹿 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 470－ 21：26．2� 255．4�
59 タガノジーニアス 牡3鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 21：26．3クビ 16．6
611 スズカウルトラ 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 454± 01：26．4� 12．0�
47 ネフェルティティ 牝3芦 54 松若 風馬前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：26．5クビ 64．8�
510 ダンツビジター 牡3芦 56 小牧 太山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：26．6� 222．8�
23 ワンアームドシザー 牡3鹿 56 秋山真一郎小阪 優友氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 500－ 41：26．81 201．2�
48 シンボリダルク 牝3青鹿54 武 豊シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 460－ 2 〃 ハナ 20．2�
12 コーディネーター 牡3栗 56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 472＋ 61：27．11� 207．4�
815 モ デ ス ト 牡3栗 56 国分 優作馬場 祥晃氏 安達 昭夫 浦河 荻伏三好フ

アーム 500－ 41：30．9大差 607．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，368，300円 複勝： 126，938，500円 枠連： 13，832，900円
馬連： 52，462，100円 馬単： 39，939，700円 ワイド： 34，497，100円
3連複： 73，055，000円 3連単： 128，666，700円 計： 499，760，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 820円 � 760円 枠 連（7－8） 2，700円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，260円 �� 16，950円

3 連 複 ��� 39，270円 3 連 単 ��� 109，480円

票 数

単勝票数 計 303683 的中 � 176643（1番人気）
複勝票数 計1269385 的中 � 1021331（1番人気）� 8273（9番人気）� 9003（8番人気）
枠連票数 計 138329 的中 （7－8） 3963（6番人気）
馬連票数 計 524621 的中 �� 10779（8番人気）
馬単票数 計 399397 的中 �� 6456（13番人気）
ワイド票数 計 344971 的中 �� 6111（14番人気）�� 7186（9番人気）�� 507（74番人気）
3連複票数 計 730550 的中 ��� 1395（83番人気）
3連単票数 計1286667 的中 ��� 852（236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．0―47．7―1：00．2―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンレーザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．7．18 中京2着

2013．4．6生 牡3栗 母 リーサムガガ 母母 Toroca 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モデスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカマサル号

04004 1月30日 曇 不良 （28京都2）第1日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走11時30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

24 マッドアバウトユー 牝5栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 470＋ 21：11．1 38．0�
12 � レディカリビアン 牝5芦 55 M．デムーロ山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 464＋ 6 〃 ハナ 4．3�
35 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 452＋10 〃 クビ 22．3�
714 ハッピーロングラン 牝5鹿 55 松若 風馬馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446＋181：11．2クビ 25．3�
611 ヤマニンアタシャン 牝5鹿 55 和田 竜二土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 422－ 21：11．3� 15．9�
48 グリューヴァイン 牝4栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：11．4� 2．5	
36 アリエスムーン 牝5青鹿55 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454± 01：11．61� 7．4

510 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 446＋ 6 〃 アタマ 45．5�
11 ボストンビリーヴ 牝6栗 55

53 △義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470＋ 8 〃 アタマ 13．8
23 � リナクリスタル 牝5鹿 55 国分 優作ザ・チャンピオンズ 西村 真幸 日高 有限会社 レキ

シントンファーム 466－ 21：11．8� 34．7�
815 スズカマドンナ 牝4鹿 54 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 446－ 21：12．22	 50．4�
612 マ チ ル ダ 牝5栗 55 佐藤 友則萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 468＋ 8 〃 クビ 20．0�

（笠松）

59 ク ロ ー ソ ー 牝4鹿 54
53 ☆小崎 綾也大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：12．4� 10．8�

713 インヴォーク 牝5栗 55 S．フォーリー �アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 21：12．5� 34．3�
（愛）

47 � ユ リ 牝4栗 54 酒井 学中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中
田牧場 408＋ 21：12．6	 221．5�

816 ウェディングラン 牝4鹿 54 小林 徹弥小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 440＋ 21：13．23	 178．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，097，100円 複勝： 36，631，800円 枠連： 14，854，300円
馬連： 50，700，700円 馬単： 26，646，300円 ワイド： 32，419，700円
3連複： 71，045，600円 3連単： 89，322，100円 計： 344，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，800円 複 勝 � 860円 � 180円 � 610円 枠 連（1－2） 2，660円

馬 連 �� 8，810円 馬 単 �� 21，670円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 11，540円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 55，970円 3 連 単 ��� 376，500円

票 数

単勝票数 計 230971 的中 � 4860（12番人気）
複勝票数 計 366318 的中 � 9317（11番人気）� 67972（2番人気）� 13614（8番人気）
枠連票数 計 148543 的中 （1－2） 4318（11番人気）
馬連票数 計 507007 的中 �� 4457（28番人気）
馬単票数 計 266463 的中 �� 922（63番人気）
ワイド票数 計 324197 的中 �� 2791（33番人気）�� 713（80番人気）�� 4212（18番人気）
3連複票数 計 710456 的中 ��� 952（157番人気）
3連単票数 計 893221 的中 ��� 172（930番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．8―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．0
3 4，12，6（11，8）13（3，16）（9，14）（2，5）10－（1，7）15 4 4－11（12，6）8，13（3，14）9（2，5）（1，10，16）－（7，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マッドアバウトユー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．10．14 京都2着

2011．4．3生 牝5栗 母 エイシンメッチェン 母母 エイシンギヤロツプ 11戦2勝 賞金 21，200，000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。



04005 1月30日 曇 重 （28京都2）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：33．0
1：30．7

良
良

23 サ ル ド ナ 牝3栗 54 川田 将雅寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：36．8 2．7�
11 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± 01：37．22� 9．4�
59 グランノーブル 牡3鹿 56 武 豊三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 494＋18 〃 クビ 35．9�
714 タガノミシュラン 牡3鹿 56 国分 優作八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 61：37．3� 96．7�
35 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± 0 〃 ハナ 5．9�
815	 クールゼファー 牝3芦 54 M．デムーロ橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 532－ 4 〃 ハナ 7．0�
816 ベルフラワー 牝3青鹿54 国分 恭介 	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 424－ 41：37．62 56．0

36 サワヤカミスター 牡3栗 56 竹之下智昭永井 秀貴氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 454－ 61：37．7� 11．3�
47 ゴールデンバイオ 牡3芦 56 浜中 俊バイオ	 西浦 勝一 日高 中館牧場 448± 01：37．8クビ 7．3�
713 トウシンダイヤ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也	サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 540－101：38．01� 81．1
24 グッドスカイ 牝3黒鹿54 S．フォーリー 杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：38．1クビ 39．3�

（愛）

48 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 岩田 康誠加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋ 2 〃 ハナ 148．8�

612 タイムレスメロディ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 404－10 〃 ハナ 9．1�
12 メダカハドコヘ 牝3鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 440＋181：39．48 116．6�
510 マニワッショイ 牡3黒鹿56 酒井 学今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 沼田 照秋 468－ 41：39．82� 127．0�
611 ウートゥルメール 牝3鹿 54 秋山真一郎�ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 482± 01：40．11� 65．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，582，200円 複勝： 48，431，000円 枠連： 15，157，800円
馬連： 61，915，800円 馬単： 28，699，200円 ワイド： 38，308，600円
3連複： 81，207，800円 3連単： 97，168，900円 計： 400，471，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 260円 � 880円 枠 連（1－2） 1，090円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，570円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 26，860円

票 数

単勝票数 計 295822 的中 � 86783（1番人気）
複勝票数 計 484310 的中 � 111025（1番人気）� 45908（5番人気）� 10507（9番人気）
枠連票数 計 151578 的中 （1－2） 10685（4番人気）
馬連票数 計 619158 的中 �� 48404（2番人気）
馬単票数 計 286992 的中 �� 14409（2番人気）
ワイド票数 計 383086 的中 �� 21655（2番人気）�� 6095（19番人気）�� 2914（28番人気）
3連複票数 計 812078 的中 ��� 7285（28番人気）
3連単票数 計 971689 的中 ��� 2622（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．1―47．3―59．5―1：11．8―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ル ド ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Indygo Shiner デビュー 2015．7．4 中京4着

2013．1．30生 牝3栗 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 6戦1勝 賞金 10，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヒルノサルバドール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04006 1月30日 曇 重 （28京都2）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：56．8
1：56．1

良
良

58 ヒラボクミライ 牡3青鹿 56
55 ☆小崎 綾也�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 538 ―2：06．6 77．8�

713 フ ラ ン ド ル 牡3鹿 56 C．ルメール 寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498 ― 〃 クビ 1．7�
610 インペリアルスピア 牡3栗 56 和田 竜二野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 436 ―2：06．7クビ 41．7�
11 フィールソーグッド 牡3黒鹿56 浜中 俊前田 晋二氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512 ―2：06．91� 13．1�
35 エアフォルク 牡3青鹿56 S．フォーリー 近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 448 ―2：07．43 92．4�

（愛）

712 ロードキング 牡3鹿 56 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 ハナ 5．5	
47 トーコーブリザード 牡3芦 56 古川 吉洋森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 476 ―2：07．82� 8．9

34 ホワイトアセット 牡3芦 56 武 豊下河�美智子氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 476 ―2：08．75 62．4�
815 メイショウルヴァン 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 484 ―2：09．12� 99．1
22 アデプタスメジャー 牡3栗 56 佐藤 友則 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 512 ―2：09．31 40．6�

（笠松）

59 アグネスカミング 牡3鹿 56 川田 将雅渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466 ―2：09．51� 13．0�
46 ディッタースドルフ 牡3栗 56 小牧 太吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 504 ―2：09．71� 29．8�
611 ア ラ シ ャ ン 牝3鹿 54 国分 恭介蛭川 年明氏 谷 潔 浦河 ひるかわ育

成牧場 446 ―2：09．91� 312．2�
814 スマートアンカー 牝3芦 54 岩田 康誠大川 徹氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 454 ―2：10．43 15．0�
23 ス ト ラ ー ノ 牡3鹿 56 秋山真一郎�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 482 ―2：13．1大差 34．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，868，500円 複勝： 49，999，600円 枠連： 18，312，200円
馬連： 54，353，800円 馬単： 31，692，100円 ワイド： 31，471，500円
3連複： 66，795，000円 3連単： 100，935，600円 計： 386，428，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，780円 複 勝 � 1，100円 � 110円 � 500円 枠 連（5－7） 910円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 20，750円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 12，500円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 39，790円 3 連 単 ��� 438，190円

票 数

単勝票数 計 328685 的中 � 3377（12番人気）
複勝票数 計 499996 的中 � 5793（11番人気）� 256968（1番人気）� 13884（7番人気）
枠連票数 計 183122 的中 （5－7） 15489（4番人気）
馬連票数 計 543538 的中 �� 6336（20番人気）
馬単票数 計 316921 的中 �� 1145（47番人気）
ワイド票数 計 314715 的中 �� 3243（22番人気）�� 635（70番人気）�� 5355（14番人気）
3連複票数 計 667950 的中 ��� 1259（102番人気）
3連単票数 計1009356 的中 ��� 167（817番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．1―13．4―13．1―12．7―12．9―12．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―38．0―51．4―1：04．5―1：17．2―1：30．1―1：42．6―1：54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．5
1
3
・（8，10）7（6，4）（2，13）（9，12）－（1，15）11（5，14）－3
8，10，4，7，13，9，15（5，6，12）1（2，14）11－3

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクミライ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy 初出走

2013．5．4生 牡3青鹿 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストラーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29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または施行団体名を表示している。



04007 1月30日 曇 重 （28京都2）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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

11 ニシオボヌール �4黒鹿56 武 豊西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B490－ 41：50．7 3．9�
45 リーゼントロック 牡5黒鹿57 小牧 太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 518＋ 21：50．91� 10．3�
711 ア ー ブ ル 牡5黒鹿57 岩田 康誠吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 B540－ 8 〃 アタマ 16．2�
56 オールマンリバー 牡4黒鹿56 M．デムーロ三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 502＋ 41：51．21� 3．6�
22 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 516＋ 41：51．41	 5．3�

（愛）

69 セフティーエムアイ 牡5鹿 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472± 0 〃 ハナ 60．7�
44 ウェーブキング 牡4鹿 56 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 520± 01：51．61	 13．3	
57 ドラゴンバローズ 牡4栗 56 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 494－ 21：51．7クビ 6．6

33 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 504－ 21：51．8	 15．1�
710 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 古川 吉洋大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 486＋ 6 〃 アタマ 68．0
812 セレブレイトソング �4栗 56 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B490＋361：51．9	 23．4�
68 メイショウゲントク 牡4栗 56

54 △義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 478＋ 21：52．32	 144．7�
813 カフジホーク 牡5栗 57 小坂 忠士加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム B450± 0 〃 ハナ 203．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，899，100円 複勝： 43，076，900円 枠連： 17，573，800円
馬連： 65，042，900円 馬単： 31，955，200円 ワイド： 37，975，300円
3連複： 86，869，400円 3連単： 112，876，500円 計： 426，269，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 270円 � 440円 枠 連（1－4） 1，620円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，430円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 49，230円

票 数

単勝票数 計 308991 的中 � 63235（2番人気）
複勝票数 計 430769 的中 � 67342（3番人気）� 41713（5番人気）� 21761（8番人気）
枠連票数 計 175738 的中 （1－4） 8385（6番人気）
馬連票数 計 650429 的中 �� 20295（9番人気）
馬単票数 計 319552 的中 �� 5977（14番人気）
ワイド票数 計 379753 的中 �� 11839（10番人気）�� 6696（18番人気）�� 8506（13番人気）
3連複票数 計 868694 的中 ��� 7462（39番人気）
3連単票数 計1128765 的中 ��� 1662（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．5―49．9―1：02．1―1：14．1―1：26．2―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシオボヌール �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．2．21 京都1着

2012．4．20生 �4黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック 8戦2勝 賞金 19，500，000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。

04008 1月30日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）重 （28京都2）第1日 第8競走 ��3，170�

うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード3：28．4良・良

68 エイコーンパス 牡7栗 60 高田 潤吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋103：37．4 1．4�

79 ダンツメガヒット �4栗 58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 494＋ 63：39．6大差 9．8�
11 � アシュヴィン �7栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 482＋163：39．91� 6．5�
55 アドマイヤレイ 牡7鹿 59 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 536－ 63：40．0� 41．3�
44 メイショウアラワシ 牡5栗 59 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 464－ 83：40．1クビ 120．9�
710 マイネルフィエスタ 牡6芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 502－ 63：40．42 16．5	
33 ウインヤード 牡5鹿 59 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468± 03：40．5	 87．2

56 シゲルキョクチョウ 牡8鹿 60 難波 剛健森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 500＋103：40．81� 96．2�
67 メイショウゼロセン 牡5黒鹿59 黒岩 悠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 508± 03：42．410 56．2�
812 ゴールデンヒーロー �6鹿 59 平沢 健治 シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 83：43．03	 10．5�
811 オールデフィート 牡5鹿 59 五十嵐雄祐ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 484＋ 23：44．17 34．5�
22 ニシノマテンロウ 牡5黒鹿59 中村 将之西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 508－ 4 （競走中止） 14．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，444，800円 複勝： 75，688，900円 枠連： 16，042，900円
馬連： 50，892，800円 馬単： 36，879，300円 ワイド： 29，988，800円
3連複： 76，642，100円 3連単： 165，868，000円 計： 479，447，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 274448 的中 � 146473（1番人気）
複勝票数 計 756889 的中 � 527043（1番人気）� 41469（4番人気）� 47993（2番人気）
枠連票数 計 160429 的中 （6－7） 32861（1番人気）
馬連票数 計 508928 的中 �� 57339（3番人気）
馬単票数 計 368793 的中 �� 35790（3番人気）
ワイド票数 計 299888 的中 �� 26827（3番人気）�� 36147（1番人気）�� 8816（8番人気）
3連複票数 計 766421 的中 ��� 53497（2番人気）
3連単票数 計1658680 的中 ��� 44518（4番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 51．8－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
5－2，4，1，8（6，9）－（7，3）10＝12＝11・（5，2）－8－9，1（6，4，3）10＝7＝12＝11

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

勝馬の
紹 介

エイコーンパス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．2．18 京都2着

2009．3．26生 牡7栗 母 エイコーンリング 母母 サンデーエイコーン 障害：3戦2勝 賞金 49，394，000円
〔競走中止〕 ニシノマテンロウ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



04009 1月30日 曇 重 （28京都2）第1日 第9競走 ��
��2，400�

ば い か

梅 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

55 アドマイヤダイオウ 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 02：29．9 2．3�
78 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± 02：30．32� 4．4�
44 ダノンシャルマン 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 504＋122：30．83 4．0�
11 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 506＋ 22：31．43� 13．3�
22 マイネルアトゥー 牡3青鹿56 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 6 〃 クビ 23．2�

（愛）

33 ファスナハト 牡3青鹿56 C．ルメール 	社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 542＋102：31．5� 7．6

79 グレイトパール 牡3鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 526－ 42：31．71 13．7�
810 グローリーミスト 牡3青鹿56 小牧 太 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 478－ 22：32．44 107．2�
67 ウインテンダネス 牡3栗 56 国分 恭介�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 470－18 〃 アタマ 93．2
66 テイエムハヤブサ 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 B444＋ 22：32．5� 90．0�
811� リ ン 牝3黒鹿54 佐藤 友則渋谷 高雄氏 山中 輝久 浦河 福岡 光夫 434－ 62：34．5大差 288．4�

（笠松） （笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，144，700円 複勝： 59，270，000円 枠連： 17，007，200円
馬連： 97，646，900円 馬単： 53，447，300円 ワイド： 46，800，800円
3連複： 128，550，700円 3連単： 236，322，300円 計： 684，189，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 280円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，120円

票 数

単勝票数 計 451447 的中 � 151165（1番人気）
複勝票数 計 592700 的中 � 196438（1番人気）� 99642（2番人気）� 91242（3番人気）
枠連票数 計 170072 的中 （5－7） 33065（1番人気）
馬連票数 計 976469 的中 �� 157727（2番人気）
馬単票数 計 534473 的中 �� 57596（1番人気）
ワイド票数 計 468008 的中 �� 61075（2番人気）�� 72870（1番人気）�� 36697（4番人気）
3連複票数 計1285507 的中 ��� 182964（1番人気）
3連単票数 計2363223 的中 ��� 80648（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―13．4―13．0―13．3―13．1―12．4―12．4―11．6―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．2―36．4―49．8―1：02．8―1：16．1―1：29．2―1：41．6―1：54．0―2：05．6―2：17．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
・（2，9）4（1，7）5，3（6，8）－10－11
5（2，9）（4，7）－（1，8）3（6，10）＝11

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤダイオウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．22 京都3着

2013．3．9生 牡3鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 3戦2勝 賞金 17，059，000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。

04010 1月30日 晴 重 （28京都2）第1日 第10競走 ��
��2，000�

い な り

稲 荷 特 別
発走15時00分 （芝・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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ハッピーモーメント 牡6鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：03．0 5．5�
812 ハッピーウィルス 牡4鹿 56 S．フォーリー 吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 B508＋ 62：03．21� 2．8�

（愛）

55 パドルウィール 牡5芦 57 M．デムーロ �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋14 〃 ハナ 6．2�

811 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 470＋ 42：03．51	 13．9�
22 メイショウブシン 牡6鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490＋20 〃 クビ 65．8�
79 エイシンノーティス 牝5鹿 55 岩田 康誠	栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 466＋ 42：03．92� 16．8

56 ジャズファンク 牡4鹿 56 武 豊市川義美ホール

ディングス	 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 506± 02：04．11
 3．7�
33 ヤマトダイアンサス 牝6栃栗55 松若 風馬みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 486－ 42：04．52� 49．4�
67 ナインテイルズ 牡5栗 57 佐藤 友則岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 488± 02：04．6	 18．7

（笠松）

68 メイショウオオゼキ �6鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 22：05．45 232．3�
11 エクストレミティー 牡5鹿 57 小牧 太 P.S．スライ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 512－ 82：06．35 28．7�
710 ヒロノプリンス 牡6鹿 57 小崎 綾也サンエイ開発	 村山 明 日高 オリオンファーム 478＋ 42：06．62 30．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，362，600円 複勝： 74，010，500円 枠連： 27，156，700円
馬連： 132，919，600円 馬単： 56，948，400円 ワイド： 61，068，900円
3連複： 156，360，100円 3連単： 242，008，300円 計： 796，835，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 120円 � 180円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 420円 �� 450円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 463626 的中 � 66354（3番人気）
複勝票数 計 740105 的中 � 111414（3番人気）� 192697（1番人気）� 87207（4番人気）
枠連票数 計 271567 的中 （4－8） 24982（3番人気）
馬連票数 計1329196 的中 �� 103902（3番人気）
馬単票数 計 569484 的中 �� 21040（7番人気）
ワイド票数 計 610689 的中 �� 38098（3番人気）�� 35206（5番人気）�� 29664（6番人気）
3連複票数 計1563601 的中 ��� 80085（4番人気）
3連単票数 計2420083 的中 ��� 21187（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．9―13．0―12．7―11．9―12．0―11．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．2―50．2―1：02．9―1：14．8―1：26．8―1：38．7―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハッピーモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．18 京都1着

2010．4．22生 牡6鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 19戦4勝 賞金 56，690，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 パドルウィール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



04011 1月30日 晴 重 （28京都2）第1日 第11競走 ��
��1，800�

きたやま

北山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

22 キングノヨアケ 牡4黒鹿56 武 豊平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 498＋ 81：48．5 10．3�
34 エノラブエナ 牡5鹿 57 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム B558－ 2 〃 クビ 5．4�
46 ブ チ コ 牝4白 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：48．71� 1．6�
814 ミ ツ バ 牡4鹿 56 C．ルメール�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B458＋ 81：49．12	 12．2�
45 トラキチシャチョウ 牡5鹿 57 M．デムーロ �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 506－121：49．31� 6．0�
33 グッドマイスター 牡7鹿 57 松若 風馬久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 46．6	
11 セイスコーピオン 牡6栗 57 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 508＋ 21：49．51� 72．9

58 タガノゴールド 牡5栗 57 川田 将雅八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 8 〃 ハナ 43．4�
712 ダテノハクトラ 牡5芦 57 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486－ 41：49．82 292．7�
69 ミッキーヘネシー 牡7栃栗57 秋山真一郎野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 488－ 41：50．65 172．4
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 542－ 41：50．7	 29．8�
57 トーセンハルカゼ 牡6鹿 57 S．フォーリー 島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 61：51．12	 181．5�
（愛）

610 マイネルハルカゼ 牡6鹿 57 佐藤 友則 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 490－ 21：51．42 281．1�

（笠松）

813 マイネルオフィール 牡4鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B490＋ 81：52．57 99．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 96，250，000円 複勝： 155，979，300円 枠連： 54，808，600円
馬連： 274，827，100円 馬単： 151，391，500円 ワイド： 122，169，100円
3連複： 377，999，400円 3連単： 745，726，500円 計： 1，979，151，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 190円 � 130円 � 110円 枠 連（2－3） 1，970円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 660円 �� 380円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 962500 的中 � 74152（4番人気）
複勝票数 計1559793 的中 � 105574（5番人気）� 213298（2番人気）� 770591（1番人気）
枠連票数 計 548086 的中 （2－3） 21553（8番人気）
馬連票数 計2748271 的中 �� 87690（8番人気）
馬単票数 計1513915 的中 �� 20404（19番人気）
ワイド票数 計1221691 的中 �� 40777（8番人気）�� 77584（4番人気）�� 181765（1番人気）
3連複票数 計3779994 的中 ��� 211095（3番人気）
3連単票数 計7457265 的中 ��� 38924（41番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．9―11．9―12．0―12．1―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―35．5―47．4―59．4―1：11．5―1：23．7―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3
2，13（3，4，11）6，12，10－（8，9）1（5，7，14）
2，13（3，4）6（10，11）12－1（8，5）（7，14）9

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

勝馬の
紹 介

キングノヨアケ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．9．6 新潟4着

2012．4．30生 牡4黒鹿 母 ナンヨーナイト 母母 マ ロ ー ラ 15戦4勝 賞金 48，521，000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。

04012 1月30日 晴 重 （28京都2）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

45 ルミナスパレード 牝5黒鹿 55
54 ☆小崎 綾也 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484± 01：10．6 26．9�

11 テーオーソルジャー 牡5栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 2 〃 クビ 10．4�
68 ショコラブラン 牡4芦 56 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474－ 21：10．7クビ 2．6�
56 ラフィネシチー 牝5青鹿55 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 474＋ 41：10．8� 7．7�
813 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 472＋ 41：10．9クビ 20．8	
44 タイセイバスター 牡6鹿 57 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 504－ 4 〃 ハナ 38．2

22 タガノヴェルリー 牝4鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B446＋ 6 〃 アタマ 4．6�
57 セクシーボーイ 牡5鹿 57 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490＋ 21：11．11� 34．3�
710� ヒラボクダッシュ 牡7栗 57 国分 優作�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 466± 01：11．2	 55．7
69 ヤマニンブルジョン 牡6栗 57 C．ルメール 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 496＋ 41：11．41	 17．7�
33 ヤマニンメンヒル 牡7鹿 57 酒井 学土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 480＋ 61：11．5� 26．1�
711 ディープミタカ 牡5栗 57 M．デムーロ深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 41：11．6クビ 8．2�
812 スキースクール 牝4青鹿54 S．フォーリー 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－ 41：11．81� 17．3�
（愛）

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，488，900円 複勝： 70，972，500円 枠連： 28，530，300円
馬連： 140，910，700円 馬単： 58，360，300円 ワイド： 66，677，300円
3連複： 172，287，100円 3連単： 257，008，400円 計： 847，235，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 590円 � 270円 � 140円 枠 連（1－4） 8，830円

馬 連 �� 10，260円 馬 単 �� 29，390円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，380円 �� 530円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 114，450円

票 数

単勝票数 計 524889 的中 � 15593（10番人気）
複勝票数 計 709725 的中 � 23315（10番人気）� 61907（4番人気）� 172882（1番人気）
枠連票数 計 285303 的中 （1－4） 2503（25番人気）
馬連票数 計1409107 的中 �� 10641（31番人気）
馬単票数 計 583603 的中 �� 1489（87番人気）
ワイド票数 計 666773 的中 �� 4671（42番人気）�� 12202（14番人気）�� 34604（3番人気）
3連複票数 計1722871 的中 ��� 13332（31番人気）
3連単票数 計2570084 的中 ��� 1628（358番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．7―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．3―47．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスパレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．11 新潟1着

2011．3．11生 牝5黒鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 15戦4勝 賞金 45，470，000円
※ヒラボクダッシュ号は，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。



（28京都2）第1日 1月30日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 170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

210，670，000円
2，530，000円
8，580，000円
1，580，000円
21，730，000円
67，435，500円
5，118，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
456，515，600円
837，945，800円
247，589，100円
1，074，681，600円
568，898，400円
559，107，800円
1，423，009，900円
2，369，790，500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
計 7，537，538，700円

総入場人員 13，180名 （有料入場人員 12，507名）
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