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01001 1月5日 晴 稍重 （25京都1）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 サンライズトーク 牡3芦 56 W．ビュイック 松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 482－ 21：13．0 6．8�
（英）

714 サーシスリーフ 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 482＋ 2 〃 クビ 42．5�

48 ロレーヌクロス 牡3鹿 56 藤岡 佑介有限会社シルク浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 494－101：13．1� 2．9�
11 シゲルホウオウザ 牡3鹿 56 福永 祐一森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 466＋ 61：13．31 12．6�
713 エーシンイェーガー 牡3黒鹿56 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 466－ 41：13．4� 11．9�
510 ディープジュジュ 牡3鹿 56 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 468－ 21：13．5� 6．6	
611 タカノヒーロー 牡3鹿 56 国分 優作山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 478＋121：13．6� 16．1

59 メイショウラムダ 牡3黒鹿 56

53 ▲花田 大昂松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 450＋ 21：13．92 42．0�
23 サチノリーダース 牡3青鹿56 和田 竜二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 452＋ 21：14．0� 44．5
47 アグネスフィズ 牝3鹿 54 C．ルメール 渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 470± 01：14．32 4．8�

（仏）

36 バクシンパワー �3鹿 56 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 454－ 4 〃 ハナ 179．8�
35 ワイメアウェーブ 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：14．83 12．2�
12 セレッソフロリード 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 496＋141：14．9� 120．3�
815 メイショウエイキ 牡3栗 56 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 鎌田 正嗣 430＋ 4 〃 ハナ 224．4�
24 デンコウショウイン 牡3青鹿56 川須 栄彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 456＋ 41：15．21� 228．4�
816 ウインホーリー 牡3鹿 56 高倉 稜�ウイン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：15．51� 359．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，569，000円 複勝： 47，761，400円 枠連： 21，218，800円
馬連： 66，643，100円 馬単： 41，399，100円 ワイド： 32，888，500円
3連複： 99，838，600円 3連単： 140，045，100円 計： 476，363，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 490円 � 140円 枠 連（6－7） 2，240円

馬 連 �� 13，730円 馬 単 �� 22，400円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 300円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 11，510円 3 連 単 ��� 95，530円

票 数

単勝票数 計 265690 的中 � 30827（4番人気）
複勝票数 計 477614 的中 � 70560（3番人気）� 18205（9番人気）� 117860（1番人気）
枠連票数 計 212188 的中 （6－7） 6999（9番人気）
馬連票数 計 666431 的中 �� 3584（37番人気）
馬単票数 計 413991 的中 �� 1364（66番人気）
ワイド票数 計 328885 的中 �� 2902（32番人気）�� 31615（1番人気）�� 4891（23番人気）
3連複票数 計 998386 的中 ��� 6406（44番人気）
3連単票数 計1400451 的中 ��� 1082（309番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．5―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．4―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズトーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2012．8．19 札幌2着

2010．2．10生 牡3芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk 6戦1勝 賞金 14，550，000円
〔制裁〕 サンライズトーク号の騎手W．ビュイックは，決勝線手前で外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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルトビウオザ号
（非抽選馬） 3頭 カシノビッグベン号・セーノークイン号・ロングピアチェーレ号
※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。

01002 1月5日 晴 稍重 （25京都1）第1日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時35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 タイセイウインディ 牡3黒鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 酒井 秀紀 450＋ 81：54．8 6．0�
24 トーホウビッグガン 牡3黒鹿56 川田 将雅東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 490＋ 21：55．01� 41．6�
714� エイシンガリレイ 牡3鹿 56 和田 竜二平井 豊光氏 沖 芳夫 愛 Smithfield

Inc 512－ 81：55．74 48．3�
713 スペキュレイター 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 488＋ 61：55．91� 11．1�
59 � エーシンザピーク 牡3栗 56 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

462－ 6 〃 クビ 24．5�
815 ユキノスライダー 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 442＋ 81：56．11� 36．2	
36 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿56 浜中 俊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 508＋ 4 〃 アタマ 4．2

510 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 424－ 4 〃 ハナ 72．6�

11 ホッコーナナツボシ 牡3鹿 56 国分 恭介矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B464± 01：56．63 93．7
611 プランスペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 454－ 21：57．45 4．2�
612 ショウリュウバイオ 牡3栗 56 岩田 康誠バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－121：57．5	 4．6�
48 トミケンホッパス 牡3黒鹿56 秋山真一郎冨樫 賢二氏 谷 潔 日高 坂 牧場 486＋ 41：57．7	 68．7�
23 シゲルカメレオンザ 牡3鹿 56 松田 大作森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 B480－ 21：58．12
 292．9�
816 ベルエアファルコン 牡3栗 56 W．ビュイック 榮 義則氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 478－ 42：02．3大差 18．4�

（英）

35 ナムラドキョウ 牡3芦 56 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 506＋ 2 （競走中止） 10．3�
（15頭）

47 ワイドバッカス 牡3鹿 56 国分 優作幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 及川 ミツ子 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，162，500円 複勝： 39，710，400円 枠連： 20，533，700円
馬連： 61，508，400円 馬単： 38，267，100円 ワイド： 28，289，000円
3連複： 89，028，400円 3連単： 121，111，300円 計： 423，610，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 980円 � 1，040円 枠 連（1－2） 8，180円

馬 連 �� 12，400円 馬 単 �� 20，280円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 3，210円 �� 14，360円

3 連 複 ��� 136，600円 3 連 単 ��� 843，210円

票 数

単勝票数 計 251625 的中 � 33575（4番人気）
複勝票数 計 397104 的中 � 51291（4番人気）� 9623（9番人気）� 9094（10番人気）
枠連票数 計 205337 的中 （1－2） 1853（21番人気）
馬連票数 計 615084 的中 �� 3663（38番人気）
馬単票数 計 382671 的中 �� 1393（63番人気）
ワイド票数 計 282890 的中 �� 2069（37番人気）�� 2186（33番人気）�� 479（76番人気）
3連複票数 計 890284 的中 ��� 481（229番人気）
3連単票数 計1211113 的中 ��� 106（1358番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．8―13．1―13．2―13．2―13．0―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．7―49．8―1：03．0―1：16．2―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．6
1
3
・（2，4）6（10，14，11）（1，12，16）3，15，8，9，13・（2，4）6（10，14，11）12（1，3，15）16，9，8，13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイウインディ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．16 中京3着

2010．4．20生 牡3黒鹿 母 フィクシャス 母母 デ ィ ペ イ ズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 ワイドバッカス号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ナムラドキョウ号は，1コーナー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〕 ホッコーナナツボシ号の騎手国分恭介は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）

ユキノスライダー号の騎手中井裕二は，1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：9番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルエアファルコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月5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を表示している。

第１回 京都競馬 第１日



01003 1月5日 晴 稍重 （25京都1）第1日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時05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
1：21．9
1：21．5

重
不良

33 メイショウロフウ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 476 ―1：23．5 5．3�
811 スマートレパード 牡3栃栗56 福永 祐一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 502 ―1：24．35 1．8�
78 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 472 ―1：26．2大差 38．0�
79 エーシンフィネース 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 530 ―1：27．47 14．5�
11 ミッキーアップル 牝3鹿 54 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 476 ― 〃 クビ 49．8�
810 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 472 ―1：27．71� 25．6	
22 	 エアサラディン 牡3鹿 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 478 ―1：27．8
 5．5

66 ドラゴンオサム 牡3鹿 56 川島 信二大久保和夫氏 山内 研二 新ひだか 三木田牧場 548 ―1：28．01 115．9�
67 	 アンブレスド 牝3栗 54 藤田 伸二�大樹ファーム 昆 貢 米 MDS

Farms, LLC 476 ―1：28．32 20．2
44 	 ヒシストーミイ 牝3栗 54 古川 吉洋阿部 雅英氏 角田 晃一 米 Masa-

ichiro Abe 448 ―1：28．4
 15．8�
55 ツ ヤ マ ル 牡3鹿 56 岩田 康誠一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 土井牧場 460 ―1：30．4大差 31．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，409，500円 複勝： 73，649，500円 枠連： 13，356，800円
馬連： 52，230，800円 馬単： 46，369，700円 ワイド： 24，979，500円
3連複： 66，824，900円 3連単： 144，585，300円 計： 452，406，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 730円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，990円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 19，440円

票 数

単勝票数 計 304095 的中 � 45908（2番人気）
複勝票数 計 736495 的中 � 68686（2番人気）� 482901（1番人気）� 8522（9番人気）
枠連票数 計 133568 的中 （3－8） 23496（1番人気）
馬連票数 計 522308 的中 �� 93626（1番人気）
馬単票数 計 463697 的中 �� 30497（3番人気）
ワイド票数 計 249795 的中 �� 37657（1番人気）�� 2639（24番人気）�� 4676（16番人気）
3連複票数 計 668249 的中 ��� 12370（13番人気）
3連単票数 計1445853 的中 ��� 5491（55番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．2―12．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―47．3―59．6―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウロフウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch 初出走

2010．4．7生 牡3黒鹿 母 ウルトラシートゥ 母母 シートゥシャイニングシー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツヤマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月5日まで平地競走に出

走できない。

01004 1月5日 晴 稍重 （25京都1）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走11時35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 7，200，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

48 リーゼントブルース 牡4芦 56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B480± 01：51．7 3．8�
816 レッドグランザ 牡4鹿 56 上村 洋行 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 508－101：51．8� 9．1�
510 エアラーテル 牡4栗 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 470＋121：52．54 12．8�
35 	 ミルクディッパー 牡4黒鹿56 岩田 康誠�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 556＋ 21：52．6� 18．0�
24 オーシャンドライブ 牡4黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 542＋ 21：52．7
 2．7�
59 ブルータンザナイト 牡4青鹿56 幸 英明桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 548＋ 61：52．8� 19．0	
714	 サダルメリク 牡6鹿 57

54 ▲菱田 裕二前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess 496＋ 6 〃 ハナ 17．8


11 ミッキークリスエス 牡4黒鹿56 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 522± 01：52．9� 7．1�
（仏）

36 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 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 478－ 2 〃 クビ 22．0
713 アクシーバンダム 牡4黒鹿56 古川 吉洋山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 450－ 61：54．07 211．0�
23 ドリームチャージ 牡4鹿 56 池添 謙一青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 446＋ 81：54．21 46．1�
612 マイネルアクロス 牡4黒鹿 56

53 ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 464＋14 〃 クビ 95．7�

47 � リッカシャイニー 牡5鹿 57 秋山真一郎立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 528＋161：54．3
 241．3�
12 チュウワストライク 牡4鹿 56 浜中 俊中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 520＋ 61：55．15 72．1�
611 ハクサンアース 牡4鹿 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム 472＋ 8 〃 ハナ 64．5�
815 ディアアプローズ 牝5鹿 55 W．ビュイック �ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 4 〃 クビ 65．5�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，924，600円 複勝： 53，994，000円 枠連： 20，183，500円
馬連： 70，716，200円 馬単： 47，621，400円 ワイド： 38，000，300円
3連複： 108，389，700円 3連単： 160，821，900円 計： 530，651，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 360円 � 320円 枠 連（4－8） 2，110円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 790円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 9，670円 3 連 単 ��� 47，140円

票 数

単勝票数 計 309246 的中 � 65366（2番人気）
複勝票数 計 539940 的中 � 95297（2番人気）� 35262（5番人気）� 41518（4番人気）
枠連票数 計 201835 的中 （4－8） 7070（10番人気）
馬連票数 計 707162 的中 �� 20397（8番人気）
馬単票数 計 476214 的中 �� 7799（15番人気）
ワイド票数 計 380003 的中 �� 8227（13番人気）�� 12279（7番人気）�� 3457（27番人気）
3連複票数 計1083897 的中 ��� 8275（28番人気）
3連単票数 計1608219 的中 ��� 2518（133番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．8―12．9―12．9―12．3―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．9―49．8―1：02．7―1：15．0―1：27．2―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
8，14，16（4，5）（11，15）1（2，6，12）10，9（3，7）－13・（8，14，16）（4，5）15（1，6，12）（10，9）－（11，13）7（3，2）

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

勝馬の
紹 介

リーゼントブルース �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．11．6 東京2着

2009．2．14生 牡4芦 母 ペ ル ラ ー 母母 アンセストラルダンサー 13戦2勝 賞金 24，850，000円
〔その他〕 オーシャンドライブ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 オリエンタルコール号
※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。



01005 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：56．8
1：56．1

良
良

35 イントレピッド 牡3鹿 56 太宰 啓介会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 436－ 22：01．9 25．4�
59 プロミネントロール 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 522＋ 2 〃 クビ 2．3�

（仏）

24 ステージジャンプ 牡3鹿 56 浜中 俊小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506－ 22：02．0クビ 17．5�
11 シークレットレシピ 牡3鹿 56 W．ビュイック 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 7．5�

（英）

23 ライフトップガン 牡3鹿 56 北村 友一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 478± 02：02．21 9．4	
611 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 松田 大作深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 494－ 22：02．41� 48．6

714 メイショウブシン 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 456＋ 2 〃 ハナ 23．3�
713 タニノタキシード 牡3黒鹿56 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 470± 0 〃 ハナ 4．0�
36 マイネルオードビー 牡3芦 56 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 松本牧場 444± 02：02．5クビ 34．5
815 アウトオブシャドウ 牡3栗 56 福永 祐一飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454± 02：02．71� 19．2�
612 クリノグランデ 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二栗本 博晴氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 468± 02：02．8� 54．1�
47 マイネルフィエスタ 牡3芦 56

53 ▲中井 裕二 �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 482－ 82：02．9� 189．1�

816 ピエナインパクト 牡3鹿 56 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 434－ 82：03．43 29．4�
510 リ ュ ベ ロ ン 牡3栃栗56 川田 将雅吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 450－ 42：04．89 92．2�
12 トゥイードルダム �3鹿 56 和田 竜二吉田 和美氏 吉村 圭司 日高 日高大洋牧場 466－102：04．9クビ 134．3�
48 アウェーキンザール 牡3芦 56 高倉 稜岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 笹地牧場 444＋ 42：06．49 394．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，096，900円 複勝： 62，717，500円 枠連： 24，835，200円
馬連： 76，482，500円 馬単： 53，406，800円 ワイド： 39，394，900円
3連複： 108，011，900円 3連単： 173，780，400円 計： 572，726，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 490円 � 130円 � 420円 枠 連（3－5） 1，750円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 990円 �� 4，720円 �� 690円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 101，870円

票 数

単勝票数 計 340969 的中 � 10594（8番人気）
複勝票数 計 627175 的中 � 24062（7番人気）� 211436（1番人気）� 29027（5番人気）
枠連票数 計 248352 的中 （3－5） 10483（8番人気）
馬連票数 計 764825 的中 �� 18764（9番人気）
馬単票数 計 534068 的中 �� 4528（25番人気）
ワイド票数 計 393949 的中 �� 9963（9番人気）�� 1947（43番人気）�� 14823（5番人気）
3連複票数 計1080119 的中 ��� 6952（38番人気）
3連単票数 計1737804 的中 ��� 1259（267番人気）

ハロンタイム 12．9―10．6―12．0―12．8―12．6―12．5―12．3―12．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．5―35．5―48．3―1：00．9―1：13．4―1：25．7―1：37．9―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イントレピッド �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．26 小倉9着

2010．5．12生 牡3鹿 母 ロッソペーガゾ 母母 レディアレグレット 7戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 ライフトップガン号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・10番・14

番・1番・6番）
※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。

01006 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55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

713 メイショウヤマホコ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 444 ―1：37．3 13．3�
58 ミニョネット 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 アタマ 8．9�
47 クーファゲルニカ 牝3青 54 幸 英明大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 478 ―1：37．51� 17．0�
11 キタサンイナズマ 牡3青鹿56 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 482 ―1：37．71� 5．4�
814 サクラクーベラ 牡3栗 56 岩田 康誠�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 新和牧場 450 ― 〃 クビ 24．5	
34 ド ヴ ェ ル グ 牡3鹿 56 松田 大作岡 浩二氏 宮本 博 新冠 アラキフアーム 456 ―1：37．8クビ 72．2

712	 サトノプリンシパル 牡3鹿 56 W．ビュイック 里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 528 ― 〃 ハナ 5．7�
（英）

611 メイショウオニグマ 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 484 ―1：37．9
 56．8�
35 ウ ル フ 牡3黒鹿56 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 464 ― 〃 アタマ 120．3
22 アエテウレシイ 牝3鹿 54 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 440 ―1：38．0� 9．0�
23 キネオウィン 牡3鹿 56 武 豊ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 千歳 社台ファーム 508 ―1：38．1クビ 3．3�
610 オーミクーザ 牡3青鹿56 松山 弘平岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 三石ビクトリーファーム 418 ―1：38．52� 211．4�
815 リメインサイレント 牝3鹿 54 荻野 琢真 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 496 ―1：38．6クビ 31．5�
59 ビットビバーチェ 牡3芦 56 和田 竜二礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 456 ― 〃 ハナ 10．7�
46 	 ウエストソング 牡3芦 56 小牧 太加藤 守氏 中竹 和也 米 Pegasus

Farms, Ltd. 494 ―1：38．81� 40．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，951，800円 複勝： 43，338，500円 枠連： 28，346，800円
馬連： 69，311，100円 馬単： 43，232，000円 ワイド： 32，554，400円
3連複： 90，890，700円 3連単： 128，607，800円 計： 464，233，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 470円 � 360円 � 520円 枠 連（5－7） 940円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 13，340円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 2，540円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 24，420円 3 連 単 ��� 182，880円

票 数

単勝票数 計 279518 的中 � 16608（7番人気）
複勝票数 計 433385 的中 � 24158（7番人気）� 33908（6番人気）� 21382（8番人気）
枠連票数 計 283468 的中 （5－7） 22460（4番人気）
馬連票数 計 693111 的中 �� 9184（27番人気）
馬単票数 計 432320 的中 �� 2393（56番人気）
ワイド票数 計 325544 的中 �� 4184（27番人気）�� 3139（31番人気）�� 4345（25番人気）
3連複票数 計 908907 的中 ��� 2747（82番人気）
3連単票数 計1286078 的中 ��� 519（559番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―13．4―12．7―12．2―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．1―49．5―1：02．2―1：14．4―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤマホコ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2010．4．14生 牡3黒鹿 母 ナリタフローラ 母母 ナリタレッドバード 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 メイショウヤマホコ号の騎手太宰啓介は，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50，000円。（被害馬：8番）
※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。



01007 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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 7，200，000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
1：21．9
1：21．5

重
不良

713 タイキソレイユ 牝4黒鹿54 藤岡 佑介�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448＋181：25．0 32．0�

24 � カネトシイナーシャ 牡5黒鹿57 田中 健兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC 484＋ 6 〃 ハナ 11．7�

612 ブランシェール 牝5鹿 55
52 ▲藤懸 貴志山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 58．9�

47 � エーシンバサラ 牡5青鹿57 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce
Clark Jr. 564＋ 21：25．21	 13．2�

510 ナリタキャッツアイ 牡5鹿 57 秋山真一郎�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 494＋ 41：25．3クビ 3．7	
815 スマートアーサイト 牡6黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：25．4
 9．1

12 � シンワウォッカ 牝4鹿 54 浜中 俊若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 454－121：25．5クビ 22．7�
35 � ウエスタンムサシ 牡4芦 56 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 500＋ 81：25．6
 2．6�
59 ブラックイレブン 牡6黒鹿57 酒井 学吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 462＋101：25．7クビ 42．9
36 イースターパレード �4栗 56 熊沢 重文�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 498＋101：25．8 22．6�
11 タガノナパヴァレー �4黒鹿56 幸 英明八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋20 〃 クビ 30．2�
611 ハローエフェクト 牝5鹿 55

52 ▲菱田 裕二三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 462－ 81：26．01	 236．6�
48 �� ロットトゥウィン �5鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 宮本 博 米

The Robert B.
and Beverly J.
Lewis Trust

470－101：26．1クビ 26．2�
816� レッドヴァージン 牝4鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 米 Brushwood

Stable 520± 01：26．84 14．3�
23 アリエルシチー 牝4黒鹿 54

51 ▲中井 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 452－ 81：27．43 179．0�
714� ソ ー ニ 牝5青鹿55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 434－211：28．46 82．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，546，000円 複勝： 47，980，500円 枠連： 29，201，100円
馬連： 83，397，900円 馬単： 51，587，100円 ワイド： 39，332，700円
3連複： 113，738，200円 3連単： 171，285，100円 計： 569，068，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 780円 � 320円 � 1，020円 枠 連（2－7） 12，000円

馬 連 �� 18，350円 馬 単 �� 45，710円

ワ イ ド �� 4，560円 �� 11，870円 �� 7，760円

3 連 複 ��� 298，720円 3 連 単 ��� 1，944，750円

票 数

単勝票数 計 325460 的中 � 8019（11番人気）
複勝票数 計 479805 的中 � 15431（10番人気）� 44162（4番人気）� 11556（13番人気）
枠連票数 計 292011 的中 （2－7） 1797（28番人気）
馬連票数 計 833979 的中 �� 3355（49番人気）
馬単票数 計 515871 的中 �� 833（106番人気）
ワイド票数 計 393327 的中 �� 2137（48番人気）�� 812（78番人気）�� 1246（65番人気）
3連複票数 計1137382 的中 ��� 281（340番人気）
3連単票数 計1712851 的中 ��� 65（2023番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．4―12．7―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．9―47．3―1：00．0―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキソレイユ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．22 京都6着

2009．4．1生 牝4黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション 5戦2勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 ブランシェール号の騎手藤懸貴志は，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 アルティザン号
（非抽選馬） 1頭 マイネルアルティマ号

01008 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

35 フレイムオブピース 牡4黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468＋101：51．6 2．4�
11 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 C．ルメール 鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 504＋ 41：51．81� 4．6�

（仏）

36 ソルモンターレ 牡7鹿 57 岩田 康誠�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 472± 01：51．9クビ 12．9�
612 ダノンジュピター 牡8栗 57 藤岡 佑介�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 484－ 21：52．0	 115．4�
815 エーシンバリントン 牡5鹿 57 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 488＋ 41：52．21
 4．0	
24 マジカルツアー 牡4栗 56 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 470－ 21：52．51	 13．8

611 フォルクスオーパー 牝7栗 55 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 480－ 21：52．6� 80．4�
23 アグネスダリム 牝4栗 54

51 ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 450＋ 21：52．81� 41．7�
816� セ イ ラ 牝4栗 54 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 444＋14 〃 ハナ 87．3
47 � ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 474＋101：53．01
 99．9�
48 タガノグーフォ �4黒鹿56 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 482± 01：53．74 10．9�
59 シンコームーン 牝4栗 54

51 ▲水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 456－ 21：54．01	 97．6�
713 コウエイチャンス 牡4鹿 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 472＋101：54．21
 27．3�
12 マルカファイン 牡4栗 56 国分 恭介河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 508＋ 41：54．3クビ 63．7�
714� テンシノデジタル 牡6黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志岩﨑 僖澄氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 508－151：54．51� 309．1�
510� サンレイハスラー 牡7鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 512－ 21：55．03 255．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，901，700円 複勝： 63，417，600円 枠連： 32，271，000円
馬連： 104，686，100円 馬単： 66，713，700円 ワイド： 47，659，600円
3連複： 153，110，900円 3連単： 242，298，900円 計： 751，059，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 150円 � 250円 枠 連（1－3） 470円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 330円 �� 690円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 409017 的中 � 134418（1番人気）
複勝票数 計 634176 的中 � 135133（2番人気）� 123075（3番人気）� 53526（4番人気）
枠連票数 計 322710 的中 （1－3） 50930（1番人気）
馬連票数 計1046861 的中 �� 122390（1番人気）
馬単票数 計 667137 的中 �� 47100（1番人気）
ワイド票数 計 476596 的中 �� 39423（3番人気）�� 16061（6番人気）�� 19864（4番人気）
3連複票数 計1531109 的中 ��� 50329（7番人気）
3連単票数 計2422989 的中 ��� 26519（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．9―13．1―12．4―12．2―12．5―12．3―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―49．6―1：02．0―1：14．2―1：26．7―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレイムオブピース �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 東京1着

2009．5．26生 牡4黒鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ 11戦3勝 賞金 26，553，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライブリシーラ号
（非抽選馬） 4頭 シルクターンベリー号・トップオブカハラ号・トップミノル号・ベストオブケン号
※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。



01009 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第9競走 ��
��2，000�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 テイエムダイパワー 牡3栗 56 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468－ 22：01．4 4．5�
812 アドマイヤドバイ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444－ 4 〃 ハナ 8．2�
22 ジャングルパサー 牡3鹿 56 藤懸 貴志有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 496－ 42：01．5� 27．1�
56 レッドルーラー 牡3鹿 56 W．ビュイック �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 ハナ 4．5�

（英）

44 ブレークビーツ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 17．4�
（仏）

55 ラ シ ー マ 牡3鹿 56 川須 栄彦桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 484－ 22：01．71� 40．5	
33 トウシンモンステラ 牡3黒鹿56 浜中 俊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 478－ 62：01．8クビ 15．2

710 サンガヴィーノ 牡3栗 56 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 466＋ 82：02．11	 121．4�
79 プリフォンテイン 牡3鹿 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 02：02．31� 20．9�
67 サトノキングリー 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480± 02：02．72� 2．5
68 リアルマイスター 牡3鹿 56 幸 英明宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 470＋ 22：02．91� 54．5�
811 スマートパンドラ 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 松田 国英 新冠 佐藤 信広 480± 02：03．1	 30．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，522，200円 複勝： 81，002，400円 枠連： 29，682，500円
馬連： 148，799，000円 馬単： 94，954，900円 ワイド： 60，440，100円
3連複： 186，408，100円 3連単： 375，246，700円 計： 1，031，055，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 270円 � 560円 枠 連（1－8） 1，240円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，310円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 42，180円

票 数

単勝票数 計 545222 的中 � 97312（2番人気）
複勝票数 計 810024 的中 � 141601（3番人気）� 79438（4番人気）� 31496（8番人気）
枠連票数 計 296825 的中 （1－8） 17789（5番人気）
馬連票数 計1487990 的中 �� 78806（5番人気）
馬単票数 計 949549 的中 �� 25109（10番人気）
ワイド票数 計 604401 的中 �� 27520（5番人気）�� 11144（16番人気）�� 6777（26番人気）
3連複票数 計1864081 的中 ��� 14672（32番人気）
3連単票数 計3752467 的中 ��� 6567（126番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．6―12．4―12．6―12．1―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．7―49．3―1：01．7―1：14．3―1：26．4―1：38．1―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムダイパワー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．10．27 京都1着

2010．5．16生 牡3栗 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 3戦2勝 賞金 20，640，000円
※出走取消馬 リジェネレーション号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。

01010 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第10競走 ��
��1，400�

しんしゅん

新春ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

510 カイシュウコロンボ 牡5青鹿57 C．ルメール 飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 500＋ 81：21．6 8．4�
（仏）

12 タイキパーシヴァル 牡5栗 57 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 508± 01：21．7� 2．9�

23 ベストクルーズ 牝6芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：21．8� 30．4�
48 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 510＋ 2 〃 ハナ 22．8�
714 シルクウェッジ 牡6青鹿57 川須 栄彦有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム 488－121：22．01	 43．8�
815 クレバーサンデー 牡6鹿 57 武 豊�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 484＋ 6 〃 クビ 37．3	
47 
 ミッドナイトクロス 牡6青鹿57 W．ビュイック �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496－ 61：22．1クビ 15．4


（英）

713 トゥザサミット 牡6鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 454± 01：22．2� 12．3�
35 メイショウゲンブ 牡4鹿 56 福永 祐一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 474＋ 81：22．41	 3．5�
59 アンチュラス 牝4鹿 54 池添 謙一G1レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 458＋ 4 〃 クビ 9．0�
816 サウンドバリアー 牝6芦 55 秋山真一郎増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 496＋ 4 〃 ハナ 173．8�
11 ブラーニーストーン 牡6芦 57 松山 弘平吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 486＋14 〃 アタマ 124．5�
612 ツルマルジュピター 牡6黒鹿57 太宰 啓介鶴田 鈴子氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 506＋ 61：22．72 106．2�
36 トーホウシンバル 牝6青鹿55 松岡 正海東豊物産 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 446＋ 21：22．8クビ 63．6�
24 マコトリヴァーサル �4鹿 56 浜中 俊尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 494－ 21：23．22� 62．0�
611 ノーブルディード 牡5黒鹿57 和田 竜二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 512＋161：23．41� 15．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，173，700円 複勝： 83，010，200円 枠連： 47，678，900円
馬連： 185，572，400円 馬単： 106，128，300円 ワイド： 72，696，000円
3連複： 240，635，600円 3連単： 419，561，100円 計： 1，205，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 160円 � 560円 枠 連（1－5） 750円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，640円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 13，130円 3 連 単 ��� 79，400円

票 数

単勝票数 計 501737 的中 � 47163（3番人気）
複勝票数 計 830102 的中 � 83411（3番人気）� 187104（2番人気）� 30104（9番人気）
枠連票数 計 476789 的中 （1－5） 47077（3番人気）
馬連票数 計1855724 的中 �� 97388（3番人気）
馬単票数 計1061283 的中 �� 21528（12番人気）
ワイド票数 計 726960 的中 �� 34190（3番人気）�� 6482（31番人気）�� 11289（16番人気）
3連複票数 計2406356 的中 ��� 13535（40番人気）
3連単票数 計4195611 的中 ��� 3900（220番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．7―11．6―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―46．8―58．4―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイシュウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2010．9．4 札幌1着

2008．4．23生 牡5青鹿 母 マヤノイシス 母母 スペースジエツト 22戦5勝 賞金 93，627，000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） 3頭 ケンブリッジエル号・ダンツミュータント号・ブルーデインヒル号
※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。

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第51回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，24．1．5以降24．12．24まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

11 ダノンシャーク 牡5鹿 57 C．ルメール�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 448＋ 41：33．5 3．6�
（仏）

23 トライアンフマーチ 牡7鹿 58 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484± 01：33．92� 13．3�
48 ヤマニンウイスカー 牡7青 53 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 500－ 2 〃 ハナ 13．3�
611 サウンドオブハート 牝4栗 54 松岡 正海�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 41：34．11� 3．6�
612 ブリッツェン 牡7鹿 56 福永 祐一広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 486－ 61：34．2	 26．6	
12 ショウリュウムーン 牝6鹿 55 秋山真一郎上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 468－ 41：34．3クビ 8．7

816 トーセンレーヴ 牡5鹿 57．5 W．ビュイック 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 9．3�

（英）

59 シャイニーホーク 牡5栗 54 川須 栄彦小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 528＋ 41：34．51� 67．2
24 キングストリート 牡7鹿 55 松山 弘平河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 2 〃 クビ 33．5�
713 ニシノビークイック 牡4栗 54 丹内 祐次西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 484＋ 6 〃 ハナ 44．0�
47 ネオヴァンドーム 牡6鹿 56 川田 将雅小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508＋ 21：34．6� 28．6�
714 エーシンリターンズ 牝6栗 55 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 468＋ 41：34．7� 37．9�
35 ダ ロ ー ネ ガ 牡4鹿 55 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：34．8	 9．8�
510 スズカコーズウェイ 牡9栗 54 北村 友一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 470± 01：35．01� 241．3�
36 エクスペディション 牡6栗 57 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：35．21� 18．3�
815
 ライブコンサート �9黒鹿56 藤田 伸二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris 484－ 21：36．05 179．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 184，681，800円 複勝： 248，425，800円 枠連： 234，421，100円 馬連： 982，170，800円 馬単： 459，833，300円
ワイド： 281，125，500円 3連複： 1，316，851，800円 3連単： 2，416，582，800円 5重勝： 693，359，300円 計： 6，817，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 360円 � 460円 枠 連（1－2） 1，180円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，010円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 11，990円 3 連 単 ��� 62，550円

5 重 勝
対象競走：京都9R／中山10R／京都10R／中山11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 265，000円

票 数

単勝票数 計1846818 的中 � 409633（1番人気）
複勝票数 計2484258 的中 � 589130（1番人気）� 155452（6番人気）� 116706（7番人気）
枠連票数 計2344211 的中 （1－2） 147073（4番人気）
馬連票数 計9821708 的中 �� 337536（7番人気）
馬単票数 計4598333 的中 �� 94463（12番人気）
ワイド票数 計2811255 的中 �� 100409（5番人気）�� 69479（9番人気）�� 23445（36番人気）
3連複票数 計13168518 的中 ��� 81100（36番人気）
3連単票数 計24165828 的中 ��� 28514（190番人気）
5重勝票数 計6933593 的中 ����� 1931

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．1―11．6―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．4―59．0―1：10．5―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシャーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2010．10．2 阪神2着

2008．3．9生 牡5鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali 19戦5勝 賞金 180，634，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アスカトップレディ号・アドマイヤメジャー号・ウォータールルド号・サトノパンサー号・サドンストーム号・

サンライズプリンス号・シルクアーネスト号・ストロングガルーダ号・セイカアレグロ号・ダノンエリモトップ号・
ダノンプログラマー号・ドリームカトラス号・ネオサクセス号・ファインチョイス号・フレールジャック号

※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。

01012 1月5日 晴 良 （25京都1）第1日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時20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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

59 トキノエクセレント 牡5黒鹿57 福永 祐一田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 468＋ 61：23．6 2．9�
23 ナリタスプリング 牡6青鹿57 幸 英明�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 522＋101：24．23� 5．6�
24 オースミイージー 牡5鹿 57 酒井 学�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 490＋ 2 〃 ハナ 20．3�
12 スズカジョンブル 牡4鹿 56 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 454＋ 41：24．3� 8．4�
11 アンヴァルト 牡6青鹿57 熊沢 重文 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：24．4クビ 5．7	
35 オーミレイライン 牡7鹿 57 北村 友一岩﨑 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 520－ 61：24．5� 215．7

36 テ ム ジ ン 牡4鹿 56 川須 栄彦熊谷 貴之氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470－ 41：24．81	 29．0�
48 
 アンリヴィールド 牝4栗 54 上村 洋行�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

480＋ 21：24．9	 14．8�
612 テイエムシシオー 牡4黒鹿 56

53 ▲中井 裕二竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 482＋10 〃 クビ 35．3
47 ヤマノサファイア 牡5栗 57 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 448－10 〃 ハナ 43．5�
816 ウォーターサムデイ 牡7鹿 57

54 ▲菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 494＋161：25．11� 167．1�
713 タイセイマスタング 牡4栗 56 鮫島 良太田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 530＋101：25．84 25．1�
611 ホホヲヨセテ 牝5鹿 55 秋山真一郎小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 B442± 0 〃 クビ 111．9�
714 ペガサスヒーロー 牡6鹿 57 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：25．9� 24．1�
510 ゴ リ ラ 牡4栗 56 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 496＋201：26．53� 7．8�
815 トーホウガーデン 牝5鹿 55 川島 信二東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 462－ 21：26．71� 333．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，428，300円 複勝： 108，528，400円 枠連： 76，522，000円
馬連： 236，710，800円 馬単： 129，801，000円 ワイド： 98，828，100円
3連複： 316，361，400円 3連単： 573，835，800円 計： 1，612，015，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 210円 � 420円 枠 連（2－5） 610円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 380円 �� 910円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 714283 的中 � 199765（1番人気）
複勝票数 計1085284 的中 � 262739（1番人気）� 136060（4番人気）� 51315（7番人気）
枠連票数 計 765220 的中 （2－5） 93641（2番人気）
馬連票数 計2367108 的中 �� 191450（2番人気）
馬単票数 計1298010 的中 �� 58147（2番人気）
ワイド票数 計 988281 的中 �� 71260（2番人気）�� 25822（10番人気）�� 15302（15番人気）
3連複票数 計3163614 的中 ��� 47807（14番人気）
3連単票数 計5738358 的中 ��� 20607（48番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．0―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．4―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノエクセレント �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．8．22 新潟5着

2008．3．26生 牡5黒鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 23戦4勝 賞金 73，604，000円
〔制裁〕 ナリタスプリング号の騎手幸英明は，決勝線手前での御法について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エーシンユリシーズ号・マジックアロー号
（非抽選馬） 1頭 ゲンテン号

５レース目



（25京都1）第1日 1月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 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

243，860，000円
7，570，000円
1，840，000円
21，340，000円
67，548，500円
4，978，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
609，368，000円
953，536，200円
578，251，400円
2，138，229，100円
1，179，314，400円
796，188，600円
2，890，090，200円
5，067，762，200円
693，359，300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
5 重 勝
計 14，906，099，400円

総入場人員 49，031名 （有料入場人員 45，964名）
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