
01077 1月18日 晴 良 （27京都1）第7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

47 リベレーター 牡3鹿 56 四位 洋文 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 482－ 21：50．3 2．4�
24 ピースオブジャパン 牡3栗 56 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 484＋ 4 〃 ハナ 6．5�
510 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 北村 友一大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 482＋101：50．4� 131．9�
714 ウェーブキング 牡3鹿 56 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 490－101：50．5� 4．2�
23 コスモジョイジョイ 牡3鹿 56 C．デムーロ �ビッグレッドファーム 西園 正都 日高 田端牧場 462－ 2 〃 ハナ 19．4�

（仏）

815 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 藤田 伸二山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 462＋ 21：50．6クビ 33．4	
36 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿56 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 2 〃 クビ 39．2

48 オ マ ケ 牝3鹿 54 秋山真一郎小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444＋ 21：50．81� 75．8�
35 ネージュドール 牡3芦 56 武 豊池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 428－ 21：50．9� 16．3�
59 ジムノペディ 牝3芦 54 浜中 俊吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 452－ 21：51．0� 15．3
612 メリーモナーク 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458± 01：51．1� 7．0�
11 トウカイクローネ 牡3青鹿56 藤岡 佑介内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 470－ 21：51．2� 25．1�
816 ナンヨーアイリッド 牡3栗 56 酒井 学中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 472－ 61：51．94 149．2�
611 ジーニアスドール 牝3鹿 54 幸 英明�グランプリ 村山 明 安平 ノーザンファーム B464－ 41：52．22 131．4�
713 ヤマカツセレーヌ 牝3栗 54 国分 優作山田 博康氏 松元 茂樹 日高 中原牧場 428－141：52．51� 177．9�
12 イチザサムライ 牡3栗 56 古川 吉洋奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 456－ 21：53．24 241．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，558，900円 複勝： 52，874，300円 枠連： 16，845，500円
馬連： 70，775，900円 馬単： 38，631，700円 ワイド： 38，845，300円
3連複： 89，569，600円 3連単： 131，881，300円 計： 473，982，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 200円 � 2，080円 枠 連（2－4） 670円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 450円 �� 5，290円 �� 11，270円

3 連 複 ��� 29，940円 3 連 単 ��� 71，190円

票 数

単勝票数 計 345589 的中 � 110881（1番人気）
複勝票数 計 528743 的中 � 147237（1番人気）� 67898（4番人気）� 4114（12番人気）
枠連票数 計 168455 的中 （2－4） 19306（2番人気）
馬連票数 計 707759 的中 �� 54956（3番人気）
馬単票数 計 386317 的中 �� 18261（4番人気）
ワイド票数 計 388453 的中 �� 24798（2番人気）�� 1787（42番人気）�� 833（59番人気）
3連複票数 計 895696 的中 ��� 2243（80番人気）
3連単票数 計1318813 的中 ��� 1343（206番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．0―12．8―13．4―12．9―12．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．0―48．8―1：02．2―1：15．1―1：27．5―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．2
3 3，5（4，15）（6，13）（7，9）（8，14）（10，11）12－（16，2）1 4 3，5（4，15）（6，9，13）7（8，14）（10，11，12）－（16，1，2）

勝馬の
紹 介

リベレーター �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．12．27 阪神2着

2012．3．3生 牡3鹿 母 スタンドオンエンド 母母 Delaware Country 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

01078 1月18日 晴 良 （27京都1）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：33．0
1：30．7

良
良

46 � ネオアトラクション 牡3鹿 56 C．デムーロ 林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors
Farming 478 ―1：36．4 3．3�

（仏）

33 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 472 ―1：36．61� 10．7�

814 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 470 ― 〃 クビ 8．7�
57 サウンドアプローズ 牡3黒鹿56 武 豊増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494 ―1：36．7	 5．3�
22 ミスロンリーハーツ 牝3鹿 54 太宰 啓介高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 426 ― 〃 クビ 62．1�
45 レッドリーガル 牡3鹿 56 浜中 俊 	東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 488 ―1：36．8クビ 3．9

34 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿54 四位 洋文天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 428 ―1：36．9	 15．4�

（トーワエリザベス）

58 マイネルリコルド 牡3鹿 56 津村 明秀 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 486 ―1：37．22 27．5�

711 ラブエンジェル 牝3鹿 54 幸 英明 M・
Kenichiホールディング	 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 462 ―1：37．51
 48．4

813 クレスコエルザ 牝3鹿 54 福永 祐一堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 434 ―1：37．71� 13．3�
712 ヘ ラ ル ド 牝3鹿 54 D．バルジュー �三嶋牧場 中内田充正 浦河 三嶋牧場 416 ―1：37．8
 40．5�

（伊）

610 コスモプランニング 牡3黒鹿56 高倉 稜岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 酒井 秀紀 484 ―1：38．97 49．2�
11 メイショウラガール 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 杵臼牧場 412 ―1：39．11	 129．2�
69 ヨドノナイト 牡3鹿 56 国分 優作海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 498 ― （競走中止） 25．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，928，300円 複勝： 35，035，400円 枠連： 20，429，300円
馬連： 55，736，500円 馬単： 30，957，200円 ワイド： 28，983，900円
3連複： 65，439，500円 3連単： 94，741，300円 計： 358，251，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 330円 � 280円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 850円 �� 730円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 28，110円

票 数

単勝票数 計 269283 的中 � 64094（1番人気）
複勝票数 計 350354 的中 � 74947（1番人気）� 23553（6番人気）� 28536（4番人気）
枠連票数 計 204293 的中 （3－4） 25530（3番人気）
馬連票数 計 557365 的中 �� 22795（4番人気）
馬単票数 計 309572 的中 �� 6896（8番人気）
ワイド票数 計 289839 的中 �� 8800（8番人気）�� 10501（4番人気）�� 4526（19番人気）
3連複票数 計 654395 的中 ��� 7753（18番人気）
3連単票数 計 947413 的中 ��� 2443（72番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．0―12．5―12．6―12．3―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．0―48．5―1：01．1―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオアトラクション �
�
父 Montjeu �

�
母父 Efisio 初出走

2012．4．23生 牡3鹿 母 Attraction 母母 Flirtation 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。
〔競走中止〕 ヨドノナイト号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。


