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01013 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

611 シャトーブランシュ 牝3鹿 54 池添 謙一有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 478－101：55．9 12．4�
815 ポイントキセキ 牝3栗 54 浜中 俊小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 506＋101：56．11 2．0�
48 メイショウブリエ 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 424＋ 61：57．05 5．1�
816 メモリーロワジール 牝3栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 478－ 61：57．63� 11．9�
11 アモールミーオ 牝3芦 54 松山 弘平堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 484＋141：57．7� 35．1�
47 スーサンリラ 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 436－ 41：57．8クビ 226．6	
12 スイートリリック 牝3栗 54 藤岡 佑介伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 440－ 41：57．9� 51．8

713 ファーマブライド 牝3鹿 54 荻野 琢真中西 功氏 牧田 和弥 日高 高山牧場 444－121：58．43 26．1�
36 ショウナンカメリア 牝3黒鹿54 幸 英明国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム 480－ 41：58．61� 83．4�
612 ミキノティータイム 牝3栗 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 450＋ 2 〃 ハナ 8．5
35 フールフォアラブ 牝3栗 54 C．ルメール �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 454－ 21：58．81� 27．5�

（仏）

59 ミラフローレス 牝3黒鹿54 内田 博幸 �社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 61：58．9クビ 29．4�

714 エリモグラマー 牝3鹿 54
51 ▲中井 裕二山本 敏晴氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 474－ 8 〃 クビ 214．3�

23 サポートソング 牝3栗 54 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 新ひだか 千代田牧場 438± 01：59．0� 54．0�
510 エスジーブンブン 牝3鹿 54 高倉 稜窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 472－ 41：59．63� 159．8�
24 タマモアルバ 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476－ 82：00．02� 12．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，469，600円 複勝： 41，852，400円 枠連： 17，296，000円
馬連： 54，758，200円 馬単： 38，528，100円 ワイド： 29，008，500円
3連複： 81，267，100円 3連単： 125，223，400円 計： 412，403，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 290円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 530円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 710円 �� 920円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 25，190円

票 数

単勝票数 計 244696 的中 � 15602（5番人気）
複勝票数 計 418524 的中 � 24325（6番人気）� 128995（1番人気）� 84058（2番人気）
枠連票数 計 172960 的中 （6－8） 24534（2番人気）
馬連票数 計 547582 的中 �� 22340（6番人気）
馬単票数 計 385281 的中 �� 5995（17番人気）
ワイド票数 計 290085 的中 �� 9278（8番人気）�� 6918（11番人気）�� 37198（1番人気）
3連複票数 計 812671 的中 ��� 21675（6番人気）
3連単票数 計1252234 的中 ��� 3670（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―38．4―51．9―1：05．1―1：18．2―1：30．4―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャトーブランシュ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．28生 牝3鹿 母 ブランシェリー 母母 メゾンブランシュ 2戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非当選馬） 1頭 キュートヴァリュー号
※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。

01014 1月6日 晴 良 （25京都1）第2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 1，025，000
1，025，000

円
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 ナムラバクサイ 牡3栗 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 476＋ 21：54．4 9．1�
24 ゲームフェイス 牡3芦 56 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 554＋24 〃 クビ 22．8�
11 マイネルハルカゼ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �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 474＋ 61：54．5クビ 4．5�
714 セイスコーピオン 牡3栗 56 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490＋ 6 〃 同着 5．0�
59 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56 W．ビュイック 大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 480－ 21：55．35 2．4�

（英）

23 リアライズブラザー 牡3鹿 56 内田 博幸工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 480± 01：55．4� 24．2	
611 タイセイボルト 牡3青鹿 56

53 ▲菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 452－ 81：55．82� 19．0

47 ナガラセンプー 牡3栃栗56 国分 優作長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 446＋12 〃 クビ 25．2�
815 コンゴウセイウン 牡3青鹿56 高倉 稜金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 藤川フアーム 512＋ 21：56．22� 77．4�
612 セルリアンサーロス 牡3栗 56 幸 英明イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 506＋ 2 〃 ハナ 86．1�
713 ブ ラ ド ッ ク 牡3黒鹿56 鮫島 良太松田 整二氏 田島 良保 平取 びらとり牧場 448＋ 21：56．52 134．6�
35 タイセイホーネット 牡3鹿 56 川須 栄彦田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 478± 01：56．6� 138．6�
816 デンコウウンリュウ 牡3鹿 56 武 幸四郎田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 486－101：56．81� 55．6�
36 バンブーバッジョ 牡3栗 56 和田 竜二バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 558± 01：57．22� 19．2�
510 カネトシアクション 牡3黒鹿56 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 474＋ 41：57．3� 100．9�
48 ビップイシマツ 牡3青 56

53 ▲中井 裕二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482－ 42：00．0大差 103．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，111，000円 複勝： 57，074，900円 枠連： 17，912，000円
馬連： 61，851，600円 馬単： 41，146，000円 ワイド： 32，692，400円
3連複： 92，475，900円 3連単： 142，598，200円 計： 471，862，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 250円 � 570円 �
�

130円
160円 枠 連（1－2） 1，360円

馬 連 �� 15，290円 馬 単 �� 27，410円

ワ イ ド �� 2，260円 ��
��

390円
680円

��
��

1，060円
1，250円

3 連 複 ���
���

9，090円
13，700円 3 連 単 ���

���
69，800円
95，660円

票 数

単勝票数 計 261110 的中 � 22742（4番人気）
複勝票数 計 570749 的中 �

�
38594
85350

（4番人気）
（3番人気）

� 13399（9番人気）� 117997（2番人気）

枠連票数 計 179120 的中 （1－2） 9731（4番人気）
馬連票数 計 618516 的中 �� 2987（35番人気）
馬単票数 計 411460 的中 �� 1108（62番人気）
ワイド票数 計 326924 的中 ��

��
1996
4426
（38番人気）
（21番人気）

��
��

13888
3716
（5番人気）
（22番人気）

�� 7312（11番人気）

3連複票数 計 924759 的中 ��� 3761（50番人気）��� 2489（71番人気）
3連単票数 計1425982 的中 ��� 754（329番人気） ��� 550（432番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．2―13．4―13．1―12．8―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．1―50．5―1：03．6―1：16．4―1：29．0―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
1，2（6，4）（8，9）3（5，14）（11，15，16）7（10，13）12
1（2，4）（6，9，14）16（3，8）（15，13）（7，11）（10，12）5

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

勝馬の
紹 介

ナムラバクサイ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．11．3 京都4着

2010．3．15生 牡3栗 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔その他〕 マイネルハルカゼ号は，決勝線手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップイシマツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月6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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コパノリッキー号・シークレットゾーン号・スマートレバレッジ号・テイエムオオワシ号
※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。

第１回 京都競馬 第２日



01015 1月6日 晴 良 （25京都1）第2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）
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
1：21．9
1：21．5

重
不良

713 ウイングリート 牡3鹿 56 内田 博幸�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 472－ 21：26．1 5．6�
11 ハートランド 牡3青鹿56 北村 友一 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム 506＋ 21：27．05 5．2�
34 ミラクルルーマー 牡3芦 56 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 520＋ 4 〃 ハナ 21．8�
610 グロシュラライト 牡3黒鹿56 浜中 俊吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452± 01：27．1� 15．3�
58 アドマイヤコング 牡3黒鹿56 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476＋181：27．2� 22．5	
46 イニシャルダブル 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 418－ 41：27．3クビ 31．0


（仏）

22 テイエムクロジシ 牡3青 56 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 462－ 41：27．51� 240．5�
814� レッドファンタジア 牝3黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck

Stables LLC 502－ 2 〃 ハナ 7．1�
815 サトノフェニックス 牡3青鹿56 松山 弘平里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 466－ 61：27．71 118．3
35 ギョウショウ 牡3青 56 酒井 学五影 慶則氏 西園 正都 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 454＋ 4 〃 ハナ 86．2�
611 ワイルドアンセム 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 484－ 21：27．91� 6．3�
47 � バルバドスブルー 牡3鹿 56 W．ビュイック �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm, LLC 492＋101：28．43 26．4�
（英）

23 � ロードクロサイト 牝3芦 54 武 豊前田 幸治氏 矢作 芳人 米 The Robert & Bev-
erly Lewis Trust 470－ 81：28．5	 3．3�

59 コスモブルーム 牡3栗 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか グランド牧場 490＋181：29．56 140．0�
712 グ ロ ー ブ 牝3栗 54 川田 将雅脇山 良之氏 角居 勝彦 平取 坂東牧場 422－121：31．3大差 41．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，014，600円 複勝： 53，572，700円 枠連： 20，142，200円
馬連： 64，439，400円 馬単： 41，668，700円 ワイド： 33，858，300円
3連複： 93，481，800円 3連単： 142，685，300円 計： 477，863，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 200円 � 530円 枠 連（1－7） 1，180円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，380円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 31，800円

票 数

単勝票数 計 280146 的中 � 39672（3番人気）
複勝票数 計 535727 的中 � 85507（2番人気）� 79541（3番人気）� 21127（8番人気）
枠連票数 計 201422 的中 （1－7） 12604（5番人気）
馬連票数 計 644394 的中 �� 35141（4番人気）
馬単票数 計 416687 的中 �� 11390（8番人気）
ワイド票数 計 338583 的中 �� 15692（6番人気）�� 5899（16番人気）�� 4775（22番人気）
3連複票数 計 934818 的中 ��� 11221（19番人気）
3連単票数 計1426853 的中 ��� 3312（97番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．6―13．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．7―1：00．9―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．4
3 13，10（3，11）（6，12）（1，7）4（8，14）15，2－5＝9 4 13（10，11）（3，6）7（1，4）12（8，14）15（2，5）＝9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウイングリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．6．3 阪神7着

2010．5．11生 牡3鹿 母 ハローアゲイン 母母 ゴールデンバード 9戦1勝 賞金 14，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グローブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月6日まで平地競走に出

走できない。
※出走取消馬 ピエナトップガン号（疾病〔左前肢挫創〕のため）
※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。
（非抽選馬） 2頭 カワキタミラクル号・ラインノーブル号
※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。

01016 1月6日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都1）第2日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時35分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：11．2良・重

33 ハイローラー 牡7鹿 60 小坂 忠士加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 502＋103：15．8 1．8�
812 シゲルキョクチョウ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 482＋ 23：16．12 5．5�
56 メイショウヨウドウ �5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 23：16．73� 7．0�
811 テイエムセイリュウ 牡4青鹿59 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 492＋ 43：17．33� 14．1�
44 アラタマユニバース 牡4青鹿59 田村 太雅荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 470＋ 63：17．51� 50．6�
79 	 ウォークラウン 牡7鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 524＋ 63：17．6� 11．1�
68 
 ピエナセレブ 牡5黒鹿60 北沢 伸也本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 458＋ 23：17．7クビ 62．1	
55 
 トーセンタイガー 牡5鹿 60 五十嵐雄祐島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B528± 03：19．310 14．2�
11 シゲルマスカット 牝4鹿 57 黒岩 悠森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 480－ 23：20．57 146．7�
710
 エーシンハクレイ 牡5芦 60 熊沢 重文栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 518－ 23：20．81� 25．0�
22 スリリングレディ 牝4栗 57 大江原 圭久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 440－103：20．9� 190．6�
67 	 エーシンテュポーン 牡6鹿 60 白浜 雄造栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm 496＋14 〃 クビ 26．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，403，900円 複勝： 31，453，400円 枠連： 15，734，500円
馬連： 42，776，600円 馬単： 36，987，000円 ワイド： 22，730，200円
3連複： 64，592，100円 3連単： 134，517，600円 計： 369，195，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 180円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 250円 �� 280円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 204039 的中 � 93712（1番人気）
複勝票数 計 314534 的中 � 136590（1番人気）� 37239（2番人気）� 32256（3番人気）
枠連票数 計 157345 的中 （3－8） 35351（1番人気）
馬連票数 計 427766 的中 �� 58196（2番人気）
馬単票数 計 369870 的中 �� 36567（1番人気）
ワイド票数 計 227302 的中 �� 24937（1番人気）�� 21209（2番人気）�� 9079（7番人気）
3連複票数 計 645921 的中 ��� 45318（1番人気）
3連単票数 計1345176 的中 ��� 33156（2番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 52．0－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ハイローラー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 イルドブルボン デビュー 2008．7．27 小倉4着

2006．5．15生 牡7鹿 母 エクセレンス 母母 ダンサーライト 障害：3戦1勝 賞金 12，600，000円



01017 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時25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

89 エーシンハクリュー 牡3芦 56 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 502 ―2：02．5 2．2�
11 � クロンブリオント 牡3鹿 56 福永 祐一伊達 敏明氏 今野 貞一 米 Hidekazu

Date 504 ―2：02．81� 6．2�
55 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 幸 英明�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 484 ―2：02．9� 4．4�
66 ピサノボンバイエ 牡3芦 56 C．ルメール 市川 義美氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 486 ―2：03．53	 6．3�

（仏）

44 サンライズムーン 牡3鹿 56
53 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 512 ― 〃 クビ 54．9�

77 ブライトアイディア 牡3栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530 ―2：04．24 12．3	

33 � アンシャックルド 牡3栗 56 藤田 伸二
大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-
stock LLC B502 ―2：05．9大差 22．2�

88 アースストライカー 牡3鹿 56 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 500 ―2：06．0	 13．8�
22 テイエムケイムオー 牡3栗 56 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 大樹 熱川 牧場 486 ―2：06．85 38．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，906，100円 複勝： 35，682，600円 枠連： 10，805，500円
馬連： 50，688，400円 馬単： 45，872，000円 ワイド： 23，855，000円
3連複： 66，348，500円 3連単： 162，879，000円 計： 423，037，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（1－8） 500円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 240円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 269061 的中 � 100700（1番人気）
複勝票数 計 356826 的中 � 117141（1番人気）� 53516（3番人気）� 63146（2番人気）
枠連票数 計 108055 的中 （1－8） 16004（2番人気）
馬連票数 計 506884 的中 �� 67278（2番人気）
馬単票数 計 458720 的中 �� 39118（2番人気）
ワイド票数 計 238550 的中 �� 24587（2番人気）�� 39026（1番人気）�� 13072（4番人気）
3連複票数 計 663485 的中 ��� 70470（1番人気）
3連単票数 計1628790 的中 ��� 49303（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．3―13．1―13．0―13．3―12．6―11．5―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．7―48．8―1：01．8―1：15．1―1：27．7―1：39．2―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．8
1
3
1（2，7）－4（6，8）3－9－5・（1，2，7）（4，6，8）9，3－5

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

勝馬の
紹 介

エーシンハクリュー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2010．4．17生 牡3芦 母 エイシンビーナス 母母 ブランシユレイン 1戦1勝 賞金 6，000，000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。

01018 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

48 � エーシンレンジャー 牡3栗 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 500± 01：25．6 5．3�
510� ティズトレメンダス 牝3鹿 54 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 490－ 4 〃 クビ 2．9�
47 シグナルプロシード 牡3鹿 56 松山 弘平髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 512± 01：26．13 3．7�
36 タマモベルモット 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 480＋ 21：26．2� 14．3�
612 イーサンヘイロー 牡3黒鹿56 岩田 康誠国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 460＋ 4 〃 アタマ 30．6�
815 スズヨストラ 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：26．41	 8．1	
59 アポロヌリー 牡3芦 56

53 ▲中井 裕二アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 462＋ 61：26．5� 28．1

714 ラ ラ ガ ニ エ 牡3栗 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：26．82 66．5�
23 クリスタルカイザー 牡3鹿 56 高倉 稜 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム 480＋ 6 〃 ハナ 84．3�
713
 ファイアキング 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 452± 01：27．11� 144．8
816 ターゲットゾーン 牡3栗 56 内田 博幸畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 504＋ 41：27．42 39．3�
24 マコトタンホイザー 牡3青鹿 56

53 ▲藤懸 貴志尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 480± 01：27．5� 213．9�
11 カシノパシオン 牡3鹿 56 古川 吉洋柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 466＋ 21：27．6クビ 38．9�
12 クレバーカイオウ 牡3鹿 56 武 豊�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 462＋ 41：27．7� 24．4�
35 クリスクリングル 牡3鹿 56

54 △西村 太一井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 502＋ 41：27．8� 282．3�
611 メイケイペガムーン 牝3黒鹿54 藤田 伸二名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 440± 01：29．410 18．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，704，500円 複勝： 57，828，400円 枠連： 26，025，200円
馬連： 76，546，900円 馬単： 50，337，500円 ワイド： 40，170，700円
3連複： 110，167，000円 3連単： 179，363，100円 計： 572，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 130円 � 140円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 290円 �� 340円 �� 250円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 317045 的中 � 47919（3番人気）
複勝票数 計 578284 的中 � 87408（3番人気）� 138975（1番人気）� 106990（2番人気）
枠連票数 計 260252 的中 （4－5） 70760（1番人気）
馬連票数 計 765469 的中 �� 87108（2番人気）
馬単票数 計 503375 的中 �� 23263（4番人気）
ワイド票数 計 401707 的中 �� 33942（2番人気）�� 27664（3番人気）�� 42673（1番人気）
3連複票数 計1101670 的中 ��� 103900（1番人気）
3連単票数 計1793631 的中 ��� 27206（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．6―48．2―1：01．0―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 3（8，9）（7，10）14，15（12，6）11（5，16）13－（1，4）－2 4 3（8，9）10（7，15，14）（12，6）（5，16，11）13（1，4）－2

勝馬の
紹 介

�エーシンレンジャー �
�
父 Read the Footnotes �

�
母父 Dixie Union デビュー 2012．10．14 京都3着

2010．4．23生 牡3栗 母 Dixie Talent 母母 Takeaway 4戦2勝 賞金 13，800，000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 カシノピカチュウ号・ヒロノエンペラー号・プロティアン号



01019 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第7競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

12 エーシングリズリー 牡4黒鹿56 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 478＋ 21：12．1 1．9�
815 ジョウショーキング 牡4青鹿56 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 470－ 61：12．31� 10．5�
23 ワンダーゴヴェルノ 牡5栗 57

54 ▲水口 優也山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 440± 01：12．4� 15．9�
713 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 478＋ 61：12．5クビ 4．6�
24 タガノプラージュ 牝4黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484－ 21：12．6� 13．5�

611 マッキンリー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 520－ 41：12．81� 10．6	
35 	 エイユーラピス 牝4鹿 54 北村 友一笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 468＋ 21：12．9クビ 31．6

36 オ リ ー ブ 牝4鹿 54 幸 英明下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 462＋ 8 〃 クビ 121．1�
714 カシノチョッパー 牡4黒鹿56 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 468± 01：13．0クビ 32．8�
48 	 エクスプレミオン 牡5青鹿57 松田 大作前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 B466－ 21：13．32 239．2
612 ユリオプスデイジー 牝4栗 54 池添 謙一飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 482－ 61：13．93� 76．7�
11 	 エンプレスラブ 牝4黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 506＋18 〃 アタマ 76．1�
816 ツ バ キ 牝4鹿 54 太宰 啓介白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 472＋ 81：14．0� 153．7�
59 デイジーバローズ 牝4栗 54 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 458＋ 6 〃 ハナ 33．6�
47 	 オーブライツ 牡4芦 56 松山 弘平村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 B484－12 〃 クビ 40．1�
510 テイエムタイホー 牡4栗 56 川須 栄彦竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 488＋ 61：14．42� 102．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，084，900円 複勝： 56，430，700円 枠連： 25，262，400円
馬連： 80，717，400円 馬単： 60，506，200円 ワイド： 40，450，100円
3連複： 115，209，500円 3連単： 213，700，200円 計： 625，361，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 290円 � 280円 枠 連（1－8） 1，190円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 590円 �� 430円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 11，480円

票 数

単勝票数 計 330849 的中 � 143377（1番人気）
複勝票数 計 564307 的中 � 211536（1番人気）� 37452（5番人気）� 38756（3番人気）
枠連票数 計 252624 的中 （1－8） 15700（5番人気）
馬連票数 計 807174 的中 �� 54716（5番人気）
馬単票数 計 605062 的中 �� 27555（6番人気）
ワイド票数 計 404501 的中 �� 17336（5番人気）�� 25368（3番人気）�� 3886（25番人気）
3連複票数 計1152095 的中 ��� 24016（11番人気）
3連単票数 計2137002 的中 ��� 13745（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―12．0―12．4―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシングリズリー �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2011．9．10 阪神5着

2009．3．30生 牡4黒鹿 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty 6戦2勝 賞金 16，550，000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） 2頭 グランプリブルー号・サカジロスイセイ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウオハツ号

01020 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

11 エーシングングン 牡4栗 56 福永 祐一�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 480＋122：13．8 5．6�
34 トウシンイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 474± 0 〃 ハナ 12．1�
711 サフランディライト 牡5鹿 57 岩田 康誠海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 492＋ 82：14．11� 6．2�
610 バ ン ザ イ 牡4栗 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 482－10 〃 クビ 4．7�
813 マッキーバッハ 牡8鹿 57 C．ルメール 薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 478＋ 62：14．2クビ 19．0�

（仏）

45 アドマイヤカーリン 牡5青鹿57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 5．9	
33 スマートリバティー 牡5鹿 57 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450－ 22：14．41	 12．4

69 セトノメジャー 牡6鹿 57 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 502＋ 2 〃 ハナ 102．2�
58 シンボリニース 
6鹿 57 川田 将雅シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 512－ 22：14．61 69．5
57 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：14．7� 4．2�
46 スマートグリッド 牡6鹿 57

54 ▲中井 裕二大川 徹氏 宮 徹 日高 千葉飯田牧場 526＋22 〃 クビ 114．1�
22 ブライトジェム 牡5栗 57

54 ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 504＋ 62：14．8クビ 32．2�
712 マームードイモン 牡8鹿 57

54 ▲水口 優也井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 446＋10 〃 ハナ 59．3�
814 ナンゴクユニバース 牡4鹿 56

53 ▲菱田 裕二渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 444－ 62：15．01	 333．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，230，000円 複勝： 61，704，900円 枠連： 25，593，700円
馬連： 103，280，600円 馬単： 62，820，700円 ワイド： 48，119，200円
3連複： 138，257，600円 3連単： 231，002，300円 計： 702，009，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 310円 � 200円 枠 連（1－3） 1，470円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 550円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 42，590円

票 数

単勝票数 計 312300 的中 � 44232（3番人気）
複勝票数 計 617049 的中 � 91233（2番人気）� 46934（7番人気）� 88120（3番人気）
枠連票数 計 255937 的中 （1－3） 12871（7番人気）
馬連票数 計1032806 的中 �� 21128（18番人気）
馬単票数 計 628207 的中 �� 7694（25番人気）
ワイド票数 計 481192 的中 �� 10289（17番人気）�� 23046（5番人気）�� 8218（20番人気）
3連複票数 計1382576 的中 ��� 15229（27番人気）
3連単票数 計2310023 的中 ��� 4003（156番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―12．1―12．9―13．0―12．6―11．6―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．1―36．4―48．5―1：01．4―1：14．4―1：27．0―1：38．6―1：50．2―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2
1
3
10－8，5，13，12，1，7（4，9）11，14，6－3－2
10，7（5，8，11）13（1，12）（4，9）6，14，3－2

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

勝馬の
紹 介

エーシングングン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．6 新潟1着

2009．5．16生 牡4栗 母 エイシンブイブイ 母母 ナ ダ ビ ッ ド 13戦3勝 賞金 40，266，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※ブライトジェム号は，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を表示している。



01021 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第9競走 ��
��1，800�

はつゆめ

初夢ステークス
発走14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 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
1：47．8
1：47．8

重
重

12 タカオノボル 牡5黒鹿57 C．ルメール 櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B438－ 21：50．8 11．4�
（仏）

36 メ ー デ イ ア 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 500－101：51．01� 5．1�
48 ハ リ ケ ー ン 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：51．31	 3．5�
11 キ ラ ウ エ ア 牡6黒鹿57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：51．51� 16．1�
816 マルカプレジオ 牡5栃栗57 福永 祐一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 21：51．71
 2．6	
59 メタギャラクシー 牡6鹿 57 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B496＋12 〃 クビ 43．8

612 ジョーメテオ 牡7鹿 57 三浦 皇成上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 524＋ 41：52．12
 40．9�
23 アグネスアンカー 牡7鹿 57 川須 栄彦渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B540－12 〃 アタマ 270．0�
713 ショウナンマオ 牝4鹿 54 秋山真一郎国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：52．2	 16．1
510 ラ タ ー シ ュ 牡7栗 57 W．ビュイック �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 516－ 21：52．3クビ 50．9�

（英）

47 ア ル バ ト ン 牡6栗 57 藤田 伸二�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 480＋ 2 〃 クビ 43．5�
35 ミッキーバラード 牡6鹿 57 北村 友一野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 542＋ 81：52．4
 204．9�
714 テイエムドンマイ 牡5黒鹿57 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 512＋ 81：52．5クビ 60．7�
815 キャプテンマジン 牡8黒鹿57 池添 謙一佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 522＋ 21：53．13
 343．4�
611 スピルオーバー 牡6栗 57 太宰 啓介村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 558＋ 21：53．84 57．8�
24 マイネルバイカ 牡4鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 B480＋ 21：54．11	 23．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，678，600円 複勝： 92，187，200円 枠連： 43，331，300円
馬連： 172，997，600円 馬単： 100，981，200円 ワイド： 70，438，000円
3連複： 228，690，700円 3連単： 397，397，500円 計： 1，159，702，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 310円 � 200円 � 160円 枠 連（1－3） 1，520円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 940円 �� 670円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 27，960円

票 数

単勝票数 計 536786 的中 � 37227（4番人気）
複勝票数 計 921872 的中 � 65903（4番人気）� 125548（3番人気）� 181029（2番人気）
枠連票数 計 433313 的中 （1－3） 21171（6番人気）
馬連票数 計1729976 的中 �� 40652（12番人気）
馬単票数 計1009812 的中 �� 9581（28番人気）
ワイド票数 計 704380 的中 �� 17574（8番人気）�� 25409（6番人気）�� 48548（3番人気）
3連複票数 計2286907 的中 ��� 51621（8番人気）
3連単票数 計3973975 的中 ��� 10491（72番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―12．8―12．6―12．3―12．5―12．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―36．7―49．3―1：01．6―1：14．1―1：26．5―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タカオノボル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Touch Gold デビュー 2011．1．9 京都7着

2008．5．2生 牡5黒鹿 母 ゴールドプライシズライジング 母母 Indy Bold 15戦4勝 賞金 75，525，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 キングブレイク号・スターバリオン号・ハジメレンジャー号
※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。

01022 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第10競走 ��
��3，000�

まんよう

万葉ステークス
発走15時10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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．7
3：02．5

良
良

713 デスペラード 牡5鹿 56 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 494＋143：08．0 2．9�
58 タニノエポレット 牡6鹿 53 岩田 康誠谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 520＋12 〃 クビ 5．3�
23 � エーシンジーライン 牡8黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 494＋ 2 〃 ハナ 14．7�
59 サイモントルナーレ 牡7栗 51 川須 栄彦澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 454－ 43：08．42� 44．1�
22 マイネルキッツ 牡10栗 58 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B504－ 43：08．5� 19．2�
35 フォゲッタブル 牡7黒鹿56 W．ビュイック 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490± 03：08．71	 8．9	

（英）

47 モンテクリスエス 牡8鹿 55 幸 英明毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 562＋ 43：08．8� 57．0

712 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 53 福永 祐一青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 534＋10 〃 ハナ 31．5�
34 セイカプレスト 牡7黒鹿51 高倉 稜久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 470＋ 23：08．9
 7．4�
46 トウカイトリック 牡11鹿 57．5 内田 博幸内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 464＋183：09．0クビ 10．7
611 エナージバイオ 牡8栗 50 酒井 学バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 478＋12 〃 ハナ 30．1�
11 ピエナファンタスト 牡7鹿 52 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム 484＋ 83：09．1� 101．5�
610 ブルースターキング 牡7黒鹿48 藤懸 貴志 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 472＋ 4 〃 クビ 194．3�
815� マカニビスティー 牡6青鹿56 川島 信二備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B494＋ 2 〃 ハナ 7．6�
814 ホワイトピルグリム 牡8芦 53 秋山真一郎�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 472＋123：09．84 159．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，533，400円 複勝： 99，109，500円 枠連： 48，075，900円
馬連： 226，511，800円 馬単： 121，464，600円 ワイド： 85，894，600円
3連複： 313，010，300円 3連単： 542，616，500円 計： 1，501，216，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 180円 � 410円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，250円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 15，070円

票 数

単勝票数 計 645334 的中 � 181102（1番人気）
複勝票数 計 991095 的中 � 246425（1番人気）� 151990（2番人気）� 46076（7番人気）
枠連票数 計 480759 的中 （5－7） 57661（1番人気）
馬連票数 計2265118 的中 �� 241922（1番人気）
馬単票数 計1214646 的中 �� 80674（1番人気）
ワイド票数 計 858946 的中 �� 78031（1番人気）�� 15763（15番人気）�� 11747（22番人気）
3連複票数 計3130103 的中 ��� 51158（12番人気）
3連単票数 計5426165 的中 ��� 26573（30番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．3―12．9―12．5―13．0―13．9―13．8―12．7―12．2―12．2―11．8―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．2―37．5―50．4―1：02．9―1：15．9―1：29．8―1：43．6―1：56．3―2：08．5―2：20．7―2：32．5

2，600� 2，800�
―2：44．2―2：55．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デスペラード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．1．9 京都14着

2008．2．27生 牡5鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル 22戦6勝 賞金 116，894，000円
※出走取消馬 コスモヘレノス号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 スノードン号
（非抽選馬） 1頭 ブライトジェム号
※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



01023 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第11競走 ��
��1，600�第47回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

12 	 エーシントップ 牡3黒鹿57 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米
Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

534＋ 21：34．3 3．5�
612 ヘミングウェイ 牡3黒鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 0 〃 クビ 18．0�
35 タマモベストプレイ 牡3栗 56 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 492＋ 61：34．51
 5．0�
714 カ オ ス モ ス 牡3鹿 56 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 502－ 41：34．6� 4．5�
59 レッドアリオン 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 476－101：34．7� 9．4�
816 アットウィル 牡3栗 56 三浦 皇成宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 484＋ 21：34．8� 120．5	
24 エールブリーズ 牡3青鹿56 川田 将雅 
社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 4 〃 アタマ 17．0�
611 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 57 W．ビュイック 高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 484－ 81：35．01
 23．9�

（英）

48 アルバタックス 牡3栗 56 C．ルメール 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 492＋ 41：35．32 14．2
（仏）

815 ヒルノクオリア 牡3鹿 56 武 幸四郎蛭川 正文氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 462± 01：36．04 93．6�
47 サイモンラムセス 牡3鹿 56 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 436± 01：36．21 102．9�
36 ネオウィズダム 牡3鹿 56 岩田 康誠 
サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 21：36．3� 16．7�
510 アグネスキズナ 牡3栗 56 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486＋ 6 〃 同着 9．4�
713 テイエムシングン 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 486－ 21：36．61� 334．5�
11 アジャストメント 牡3鹿 56 秋山真一郎山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 474± 01：36．7� 174．5�
23 ヒシアメジスト 牝3鹿 54 藤田 伸二阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 434－ 81：37．33� 107．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 230，694，400円 複勝： 302，834，400円 枠連： 234，212，400円 馬連： 1，065，890，200円 馬単： 568，780，400円
ワイド： 314，319，000円 3連複： 1，442，779，300円 3連単： 2，815，355，300円 5重勝： 818，523，900円 計： 7，793，389，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 390円 � 190円 枠 連（1－6） 1，700円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 390円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 29，880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����� 7，550，890円

票 数

単勝票数 計2306944 的中 � 531896（1番人気）
複勝票数 計3028344 的中 � 614388（1番人気）� 158654（8番人気）� 459932（3番人気）
枠連票数 計2342124 的中 （1－6） 102054（8番人気）
馬連票数 計10658902 的中 �� 251636（13番人気）
馬単票数 計5687804 的中 �� 86848（15番人気）
ワイド票数 計3143190 的中 �� 63059（17番人気）�� 218369（2番人気）�� 56320（21番人気）
3連複票数 計14427793 的中 ��� 223860（12番人気）
3連単票数 計28153553 的中 ��� 69556（80番人気）
5重勝票数 計8185239 的中 ����� 80

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．6―46．6―58．6―1：10．5―1：22．0

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

勝馬の
紹 介

	エーシントップ �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．6．17 阪神1着

2010．3．28生 牡3黒鹿 母 Ecology 母母 Gdansk’s Honour 5戦4勝 賞金 96，393，000円
※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 ヤマノレオ号
（非抽選馬） 1頭 タンスチョキン号
※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。

01024 1月6日 晴 良 （25京都1）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
1：19．3
1：19．0

良
良

816 ハングリージャック 牡6黒鹿57 W．ビュイック 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－101：22．6 5．8�
（英）

714 シンコープリンス 牡6青鹿57 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 470＋101：22．7� 191．5�
47 マイネルアダマス 牡4鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B418＋ 61：22．8� 9．3�
35 ケイアイユニコーン 牡4栗 56 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 484± 01：22．9クビ 18．3�
23 ヴィクトリーマーチ 牝6栗 55 北村 友一吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム B460－ 61：23．0� 5．4�
24 アルーリングライフ 牝6鹿 55

52 ▲菱田 裕二 	社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 2 〃 クビ 28．1


48 タ マ ラ マ 	4黒鹿56 岩田 康誠 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496± 01：23．1クビ 3．4�

815 タマモコントラバス 牡6黒鹿57 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 470＋ 8 〃 クビ 27．0�
12 フェイズシフト 牝7黒鹿55 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 470± 0 〃 ハナ 190．0
11 ゴールドベル 牡4黒鹿56 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 474± 01：23．2
 18．6�
713 スピークソフトリー 牝4鹿 54 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋14 〃 ハナ 8．5�
36 シェルエメール 牝5黒鹿55 福永 祐一前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 444＋ 21：23．3クビ 11．0�
510 ヤマニンプチガトー 牝4栗 54 鮫島 良太土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 468－ 4 〃 クビ 15．4�
611 ニシノスタイル 牡4鹿 56 浜中 俊西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 496＋161：23．51� 100．7�
59 モ ト ヒ メ 牝6鹿 55

52 ▲中井 裕二黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド 448－ 21：23．6
 138．2�
612 ナムラアピア 牝4芦 54 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 490± 01：23．92 77．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，896，100円 複勝： 129，126，400円 枠連： 83，612，500円
馬連： 263，697，900円 馬単： 142，120，200円 ワイド： 109，198，400円
3連複： 359，559，700円 3連単： 652，694，100円 計： 1，823，905，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 4，160円 � 300円 枠 連（7－8） 1，770円

馬 連 �� 73，080円 馬 単 �� 94，920円

ワ イ ド �� 20，220円 �� 1，020円 �� 24，720円

3 連 複 ��� 206，350円 3 連 単 ��� 1，228，800円

票 数

単勝票数 計 838961 的中 � 115252（3番人気）
複勝票数 計1291264 的中 � 170774（3番人気）� 6529（15番人気）� 118797（4番人気）
枠連票数 計 836125 的中 （7－8） 34929（10番人気）
馬連票数 計2636979 的中 �� 2663（89番人気）
馬単票数 計1421202 的中 �� 1105（146番人気）
ワイド票数 計1091984 的中 �� 1297（94番人気）�� 27715（9番人気）�� 1060（102番人気）
3連複票数 計3595597 的中 ��� 1286（297番人気）
3連単票数 計6526941 的中 ��� 392（1698番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．4―12．1―11．8―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．1―48．2―1：00．0―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハングリージャック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Zilzal デビュー 2009．9．26 中山9着（1位）

2007．3．31生 牡6黒鹿 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous 18戦4勝 賞金 60，348，000円
〔発走状況〕 ニシノスタイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノスタイル号は，平成25年1月7日から平成25年1月27日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 マイネルハイセンス号
※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。

５レース目



（25京都1）第2日 1月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

263，890，000円
5，520，000円
1，930，000円
24，060，000円
67，205，500円
5，452，400円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
654，727，100円
1，018，857，500円
568，003，600円
2，264，156，600円
1，311，212，600円
850，734，400円
3，105，839，500円
5，740，032，500円
818，523，900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 16，332，087，700円

総入場人員 24，884名 （有料入場人員 22，646名）
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