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01085 1月24日 晴 重 （27京都1）第8日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

23 レインボーソング 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：53．4 5．1�
713 マダムウルル 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 464－ 21：54．25 5．1�
610 ル ナ ツ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 452－ 61：54．3クビ 4．3�
35 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 446－ 61：54．4� 16．2�

58 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 武 豊中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 430－ 61：54．5� 9．2�

59 サントノーレ 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 478－ 41：54．6クビ 17．4	
814 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 436－ 8 〃 クビ 10．0

611 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：54．7� 150．2�
34 ポ リ ア フ 牝3鹿 54 後藤 浩輝 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494－ 61：55．02 21．4
46 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 454± 01：55．21� 6．5�
11 ク リ オ ロ 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート浜田多実雄 新ひだか 三石川上牧場 458－ 41：56．05 220．9�
22 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± 0 〃 ハナ 189．8�
815 インシグニスブルー 牝3栗 54 北村 友一 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 448＋ 41：56．1� 12．8�
712 スギノグラース 牝3鹿 54 和田 竜二杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 456＋ 22：00．3大差 135．5�
47 コンフェッシオン 牝3栗 54 丸田 恭介 �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 （競走中止） 133．0�
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売 得 金
単勝： 21，020，400円 複勝： 35，722，900円 枠連： 12，196，300円
馬連： 44，738，700円 馬単： 23，742，700円 ワイド： 25，904，300円
3連複： 60，652，000円 3連単： 75，589，600円 計： 299，566，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 150円 � 130円 枠 連（2－7） 1，760円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 640円 �� 510円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 12，050円

票 数

単勝票数 計 210204 的中 � 32350（3番人気）
複勝票数 計 357229 的中 � 47079（4番人気）� 58282（2番人気）� 81977（1番人気）
枠連票数 計 121963 的中 （2－7） 5352（10番人気）
馬連票数 計 447387 的中 �� 21948（5番人気）
馬単票数 計 237427 的中 �� 5620（11番人気）
ワイド票数 計 259043 的中 �� 10023（7番人気）�� 12875（3番人気）�� 17610（1番人気）
3連複票数 計 606520 的中 ��� 23177（2番人気）
3連単票数 計 755896 的中 ��� 4546（19番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．8―12．8―13．3―13．5―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．5―49．3―1：02．6―1：16．1―1：28．6―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインボーソング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．3．6生 牝3鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 コンフェッシオン号は，1コーナー手前で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ルナツー号の調教師坪憲章は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。

コンフェッシオン号の騎手丸田恭介は，1コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：4
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スギノグラース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月24日まで平地競
走に出走できない。

01086 1月24日 晴 重 （27京都1）第8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）
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 � シゲルエベッサン 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca
Farm 478－ 21：52．6 322．3�

36 オ ル ナ 牡3鹿 56 C．デムーロ�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490－ 21：52．91� 5．3�
（仏）

816 ワールドリースター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 41：53．0	 6．2�

815 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 554－ 61：53．1� 24．1�
12 アドマイヤリバティ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 472＋ 4 〃 クビ 2．9	
11 キングカヌヌ 牡3芦 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：53．2� 9．5

47 � サウンドクラフト 牡3鹿 56 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 468± 01：53．3	 18．7�
23 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 510－ 41：54．04 8．7�
611� デ ブ リ ン 牡3栗 56 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 508＋ 21：54．32 5．2
24 ウインオベロン 牡3黒鹿56 D．バルジュー �ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 462± 01：54．4	 84．0�

（伊）

714 カシノサクセス 牡3黒鹿56 藤田 伸二柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 460－ 41：54．61
 137．6�
35 メイショウヒコザ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490－ 61：54．81
 157．1�
510 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± 01：54．9	 280．2�
48 � エルブダムール 牡3栗 56 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 496＋ 21：55．11 191．3�
713 サンフェニックス 牡3栗 56 蛯名 正義永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 480－ 2 （競走中止） 60．5�

（15頭）
612 ニシノアンセム 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 456＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，904，500円 複勝： 43，885，400円 枠連： 13，867，200円
馬連： 48，929，700円 馬単： 27，218，300円 ワイド： 28，740，500円
3連複： 64，088，400円 3連単： 85，782，900円 計： 337，416，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 32，230円 複 勝 � 5，630円 � 230円 � 230円 枠 連（3－5） 21，360円

馬 連 �� 54，560円 馬 単 �� 151，210円

ワ イ ド �� 14，780円 �� 18，840円 �� 950円

3 連 複 ��� 160，750円 3 連 単 ��� 1，413，460円

票 数

単勝票数 差引計 249045（返還計 614） 的中 � 618（15番人気）
複勝票数 差引計 438854（返還計 1449） 的中 � 1565（14番人気）� 55193（4番人気）� 55808（3番人気）
枠連票数 差引計 138672（返還計 239） 的中 （3－5） 503（27番人気）
馬連票数 差引計 489297（返還計 4512） 的中 �� 695（57番人気）
馬単票数 差引計 272183（返還計 2815） 的中 �� 135（131番人気）
ワイド票数 差引計 287405（返還計 3058） 的中 �� 489（59番人気）�� 383（68番人気）�� 8228（13番人気）
3連複票数 差引計 640884（返還計 8741） 的中 ��� 299（172番人気）
3連単票数 差引計 857829（返還計 10700） 的中 ��� 44（1190番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．9―13．2―12．7―12．6―12．4―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．5―49．7―1：02．4―1：15．0―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�シゲルエベッサン �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．7．5 中京5着

2012．3．19生 牡3鹿 母 Sweet and Flawless 母母 Sweet and Ready 7戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走除外〕 ニシノアンセム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻6分遅延。
〔競走中止〕 サンフェニックス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ワールドリースター号の騎手岩田康誠は，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30，000円。（被害馬：14

番・11番）
アドマイヤリバティ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・

11番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノアンセム号は，平成27年1月25日から平成27年2月23日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※サンフェニックス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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８日


