
01029 1月10日 晴 良 （27京都1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

36 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿56 C．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 466＋ 21：48．2 2．7�
（仏）

47 エアマニング 牡3青鹿56 武 豊 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 430－121：48．41� 21．9�
510 サウンドバーニング 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 440＋ 61：48．61� 6．5�
11 シーオブラブ 牝3鹿 54 福永 祐一三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 408－ 61：48．81� 5．3�
59 スペリオルラスター 牡3栗 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 61：49．01� 3．0	
714� セプティエーム 牡3芦 56

54 △小崎 綾也吉田 和美氏 村山 明 米
Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

B486－ 21：49．1クビ 63．9

713 インペカブル 牝3栗 54

52 △岩崎 翼 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 444－ 81：49．84 19．7�
12 ラブローレル 牝3青鹿54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 408± 01：50．01� 24．8�
24 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 450－ 41：50．1� 213．5
23 ウォーターティアナ 牝3青鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 456－ 21：50．31� 233．3�
611 バトルボンネビル 牡3芦 56 藤岡 佑介宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 444＋ 21：50．4� 111．2�
35 エイシンターザン 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 492＋ 2 〃 クビ 26．5�
612 ローランレーヴ 牡3芦 56 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：50．5クビ 156．8�
48 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲義 英真鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 474－ 21：50．92� 390．6�
816 ブレーヴマン 牡3鹿 56 菱田 裕二栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B444－ 4 〃 ハナ 111．1�

（15頭）
815 パイオニアステップ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，032，300円 複勝： 40，139，800円 枠連： 19，678，000円
馬連： 60，910，200円 馬単： 39，622，300円 ワイド： 33，765，100円
3連複： 83，664，500円 3連単： 133，233，600円 計： 439，045，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 560円 � 190円 枠 連（3－4） 2，690円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 390円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 30，870円

票 数

単勝票数 差引計 280323（返還計 1941） 的中 � 80179（1番人気）
複勝票数 差引計 401398（返還計 1560） 的中 � 97951（2番人気）� 12948（7番人気）� 54163（4番人気）
枠連票数 差引計 196780（返還計 29） 的中 （3－4） 5655（8番人気）
馬連票数 差引計 609102（返還計 6130） 的中 �� 13857（11番人気）
馬単票数 差引計 396223（返還計 3265） 的中 �� 6054（17番人気）
ワイド票数 差引計 337651（返還計 2132） 的中 �� 6409（15番人気）�� 24482（4番人気）�� 3153（22番人気）
3連複票数 差引計 836645（返還計 10544） 的中 ��� 9690（18番人気）
3連単票数 差引計1332336（返還計 19691） 的中 ��� 3129（82番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．5―12．4―12．5―12．0―11．8―12．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．6―48．0―1：00．5―1：12．5―1：24．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネラルゴジップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．9．14 阪神4着

2012．4．20生 牡3青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 4戦1勝 賞金 7，350，000円
〔出走取消〕 パイオニアステップ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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 バルビーナ号・ロードウォーリア号
※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。

01030 1月10日 晴 稍重 （27京都1）第3日 第6競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・右）

牝，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

11 フィールドスラッピ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 424－ 41：12．4 5．0�
810 グランドポピー 牝3栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 466＋ 41：12．5� 7．1�
811 トーホウレゼルヴ 牝3黒鹿54 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 21：12．71� 3．5�
44 オージーアイドル 牝3鹿 54 幸 英明窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 13．4�
22 オールオブユー 牝3栗 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：12．91� 4．7	
79 オリエンタルダンス 牝3黒鹿54 C．デムーロ �シルクレーシング 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 ハナ 4．7

（仏）

33 � クリノショウスーシ 牝3栗 54
52 △小崎 綾也栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 谷川牧場 476－ 41：13．43 44．6�

55 � エメラルヒマワリ 牝3青鹿54 酒井 学高橋 勉氏 服部 利之 平取 スガタ牧場 434－121：13．82� 156．2�
67 ナムラマミー 牝3鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 424＋ 21：15．6大差 15．3
78 プルーヴダモール 牝3芦 54 D．バルジュー �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 434－ 41：16．02� 56．5�

（伊）

66 ブラックショコラ 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 456－ 4 〃 クビ 39．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，254，700円 複勝： 49，339，700円 枠連： 17，216，500円
馬連： 68，915，100円 馬単： 38，391，900円 ワイド： 36，677，300円
3連複： 84，702，300円 3連単： 140，221，100円 計： 466，718，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 190円 � 130円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 590円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 312547 的中 � 49610（4番人気）
複勝票数 計 493397 的中 � 78503（2番人気）� 57985（5番人気）� 112824（1番人気）
枠連票数 計 172165 的中 （1－8） 24583（2番人気）
馬連票数 計 689151 的中 �� 28905（7番人気）
馬単票数 計 383919 的中 �� 8519（15番人気）
ワイド票数 計 366773 的中 �� 15082（8番人気）�� 32139（1番人気）�� 17549（7番人気）
3連複票数 計 847023 的中 ��� 35674（4番人気）
3連単票数 計1402211 的中 ��� 8601（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．0―12．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―36．0―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドスラッピ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．8．10 小倉3着

2012．4．15生 牝3鹿 母 フィールドスピカ 母母 フィールドブーケ 7戦2勝 賞金 14，500，000円
※クリノショウスーシ号は，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。


