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01013 1月6日 晴 良 （26京都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）

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

35 エノラブエナ 牡3鹿 56 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 558－101：55．3 24．8�
59 ディープカジノ 牡3鹿 56 太宰 啓介深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 464± 01：55．51 18．7�
611 スリーマキシマム 牡3鹿 56 国分 恭介永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 474＋ 41：56．13� 28．6�
11 アクアマリンブレス 牡3黒鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 ハナ 1．3�
24 ウォルフラム 牡3芦 56 幸 英明 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：56．31� 11．3	
713 メイショウオセアン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好
氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 534－ 6 〃 クビ 7．2�
23 エングロウス �3栗 56 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 448± 01：56．72� 45．1�
48 ピエナダイヤ 牡3黒鹿56 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 492＋ 8 〃 クビ 88．9
612 ゼンノスサノヲ 牡3栗 56

53 ▲森 一馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 468＋ 21：56．8クビ 364．0�
816 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政吉川 潤氏 小原伊佐美 新ひだか 西村 和夫 426－ 4 〃 クビ 470．5�
510 スリーサウス 牡3鹿 56 �島 良太永井商事� 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 468＋ 41：57．01� 38．5�
36 マルカブラン 牡3芦 56 竹之下智昭河長産業� 中村 均 様似 猿倉牧場 490＋ 21：57．1クビ 356．9�
714 メイショウファルコ 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二松本 好
氏 安達 昭夫 浦河 近藤牧場 474＋ 21：57．2� 33．1�
47 シゲルワカサ 牡3黒鹿56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 新ひだか 石川 栄一 460－ 61：57．62� 306．8�
815 カガフレグランス 牝3鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 464－ 22：24．3大差 85．6�

（15頭）
12 ティーポイズン 牡3栗 56 松山 弘平深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，568，300円 複勝： 72，972，400円 枠連： 10，541，700円
馬連： 27，684，400円 馬単： 26，017，200円 ワイド： 17，153，300円
3連複： 43，004，200円 3連単： 91，283，400円 計： 307，224，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 1，300円 � 860円 � 1，260円 枠 連（3－5） 6，860円

馬 連 �� 12，940円 馬 単 �� 32，010円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 4，110円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 57，400円 3 連 単 ��� 623，770円

票 数

単勝票数 計 185683 的中 � 5919（5番人気）
複勝票数 計 729724 的中 � 14594（6番人気）� 22815（4番人気）� 15093（5番人気）
枠連票数 計 105417 的中 （3－5） 1135（13番人気）
馬連票数 計 276844 的中 �� 1579（28番人気）
馬単票数 計 260172 的中 �� 600（53番人気）
ワイド票数 計 171533 的中 �� 1527（26番人気）�� 1019（33番人気）�� 1891（22番人気）
3連複票数 計 430042 的中 ��� 553（95番人気）
3連単票数 計 912834 的中 ��� 108（681番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―13．4―13．5―13．0―12．7―12．7―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．4―50．9―1：03．9―1：16．6―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エノラブエナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中京8着

2011．2．20生 牡3鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ティーポイズン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 エノラブエナ号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて平成26年1月11日から平成26年1月12日まで騎

乗停止。（被害馬：14番・10番）
〔その他〕 カガフレグランス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アルプサロン号・ヒャクマンバリキ号
（非抽選馬） 1頭 ヘッドクオーター号

01014 1月6日 晴 良 （26京都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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ゴットロブロイ 牡3栗 56 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 514 ―1：56．0 9．3�
34 トウカイストリーム 牡3青鹿56 C．ルメール 内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 528 ―1：56．1� 4．4�

（仏）

711� ハナリュウセイ 牡3青鹿56 岩田 康誠グリーンフィールズ� 吉田 直弘 米 Joseph M.
Perrotta Sr. 506 ―1：56．2� 4．5�

69 ウイニングフェイス 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 504 ―1：56．3クビ 18．2�
57 ペプチドキングモア 牡3栗 56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 506 ―1：56．51� 7．7�
813 エイシンイースト 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 480 ― 〃 ハナ 31．5	
33 フェイマスエンド 牡3栗 56 川田 将雅有限会社シルク�島 一歩 新冠 中村農場 484 ― 〃 アタマ 4．0

712 エヴォリューション 牝3鹿 54 太宰 啓介岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474 ―1：56．92� 85．2�
45 エアカーディナル 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 490 ―1：57．0クビ 13．8�
58 パワードリフト 牡3栗 56 小林 徹弥広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム 514 ―1：57．85 128．6
610 スペシャルフォース 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 500 ―1：58．01� 30．3�

46 メイショウハチマン 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 456 ―1：58．1クビ 96．6�
22 センスオブオナー 牡3黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 504 ―1：58．2� 67．3�
814 サトノミラクル 牡3鹿 56 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 562 ― （競走中止） 12．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，369，000円 複勝： 23，615，000円 枠連： 10，208，200円
馬連： 28，224，800円 馬単： 18，366，900円 ワイド： 14，655，500円
3連複： 39，671，700円 3連単： 59，649，000円 計： 209，760，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 250円 � 180円 � 180円 枠 連（1－3） 1，120円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 850円 �� 800円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 30，510円

票 数

単勝票数 計 153690 的中 � 13070（5番人気）
複勝票数 計 236150 的中 � 22826（5番人気）� 37376（3番人気）� 37683（2番人気）
枠連票数 計 102082 的中 （1－3） 6772（5番人気）
馬連票数 計 282248 的中 �� 10129（7番人気）
馬単票数 計 183669 的中 �� 2948（19番人気）
ワイド票数 計 146555 的中 �� 4105（11番人気）�� 4390（10番人気）�� 8660（1番人気）
3連複票数 計 396717 的中 ��� 7654（10番人気）
3連単票数 計 596490 的中 ��� 1443（89番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．6―13．6―13．3―12．5―12．6―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．8―51．4―1：04．7―1：17．2―1：29．8―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3
・（1，12）13，4，10（3，11）2，6，5，8，7－9・（1，12）（13，7）（4，3）5，6，11－（10，9）2，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴットロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ドクターデヴィアス 初出走

2011．5．30生 牡3栗 母 ローズサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 サトノミラクル号は，発走合図直後の御法不適切により騎手が大きくバランスを崩したため，発走後まもなく競走中止。
〔制裁〕 サトノミラクル号の騎手藤岡佑介は，発馬機内での御法について過怠金40，000円。
〔その他〕 センスオブオナー号は，1コーナーから向正面にかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 （26京都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

11 ハンマークラビア 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－ 21：26．3 3．0�
（仏）

611� メンカウラー 牡3黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 小崎 憲 米
Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B480－ 41：26．51� 13．1�
24 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 56 福永 祐一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 502－ 81：26．6クビ 3．2�
510 ア レ ッ ト 牡3青 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－16 〃 ハナ 7．4�
713� ハタノデバット 牡3鹿 56 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 米 SF Blood-

stock LLC 484＋ 21：26．81� 12．7�
47 キーストライプ 牡3黒鹿56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 466－ 21：27．01� 36．6	
35 タマモライト 牡3鹿 56 池添 謙一タマモ
 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 438＋ 21：27．21� 5．0�
714 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 幸 英明兼松 忠男氏 藤岡 範士 浦河 大西ファーム 420－ 41：27．4� 74．4�
816 マルヨラピド 牝3青鹿54 国分 恭介野村 春行氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 446－ 41：27．72 486．0
36 パープルフレックス 牡3鹿 56 太宰 啓介中野 銀十氏 鈴木 孝志 浦河 小倉牧場 492－ 21：27．8� 121．8�
815 ケ レ ス 牝3黒鹿54 和田 竜二杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 B434－ 4 〃 ハナ 101．7�
59 スマートブルーム 牝3芦 54

52 △藤懸 貴志大川 徹氏 安達 昭夫 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 21：28．54 194．2�
48 メイショウワザクラ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 450－121：28．92� 86．6�
12 シゲルオウミ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 490＋141：29．43 44．0�
612 サウザンドエース 牡3芦 56 秋山真一郎吉岡 泰治氏 中村 均 新ひだか 増本牧場 516＋ 41：30．03� 74．9�
23 ラガーベルリン 牡3鹿 56 小牧 太奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 452＋ 21：32．8大差 118．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，832，900円 複勝： 35，527，300円 枠連： 9，468，600円
馬連： 38，998，200円 馬単： 26，772，900円 ワイド： 19，954，900円
3連複： 56，255，500円 3連単： 95，070，000円 計： 303，880，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 240円 � 160円 枠 連（1－6） 1，150円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 590円 �� 280円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 計 218329 的中 � 58113（1番人気）
複勝票数 計 355273 的中 � 87287（1番人気）� 31273（5番人気）� 58654（3番人気）
枠連票数 計 94686 的中 （1－6） 6119（6番人気）
馬連票数 計 389982 的中 �� 19268（6番人気）
馬単票数 計 267729 的中 �� 8746（9番人気）
ワイド票数 計 199549 的中 �� 7955（8番人気）�� 20650（2番人気）�� 5910（12番人気）
3連複票数 計 562555 的中 ��� 21813（7番人気）
3連単票数 計 950700 的中 ��� 7028（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．4―47．7―1：00．6―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンマークラビア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．16 京都3着

2011．1．29生 牝3黒鹿 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 シゲルオウミ号の騎手中井裕二は，病気のため菱田裕二に変更。
〔発走状況〕 ラガーベルリン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

サウザンドエース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シゲルオウミ号に騎乗予定であった中井裕二は，体重調整の過程において，脱水症を発症し騎手変更となったことについ

て過怠金100，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サウザンドエース号は，平成26年1月7日から平成26年1月26日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ラガーベルリン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラガーベルリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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 エスケイキング号・オンマイラブ号・スマートエクリプス号・トップボンバー号
※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。

01016 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （ダート・右）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

44 タイセイクルーズ 牡3栗 56 C．ルメール 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：54．7 5．4�
（仏）

22 ミヤジカールソン 牡3鹿 56 松山 弘平曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 500＋ 6 〃 アタマ 14．1�
88 レッドアルヴィス 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488－ 21：54．8� 1．9�
66 アカリロンドン 牡3鹿 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 460＋ 21：54．9� 9．5�
55 セレッソレアル 牝3栗 54 松田 大作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 464＋ 41：55．75 4．2�
11 ナムラユキヒメ 牝3栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 424＋ 41：56．23 12．2	
77 クリノジュロウジン 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 460＋ 21：56．3� 292．3

33 ヤマノボンバー 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 448＋101：56．4� 63．5�
89 ゼンノジェネラル 牡3鹿 56 川田 将雅大迫久美子氏 �島 一歩 新冠 村上 欽哉 454± 01：57．14 38．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，180，700円 複勝： 40，381，100円 枠連： 8，177，800円
馬連： 35，953，800円 馬単： 31，782，800円 ワイド： 20，765，300円
3連複： 52，994，100円 3連単： 140，596，000円 計： 357，831，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 140円 � 220円 � 110円 枠 連（2－4） 2，810円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 400円 �� 170円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 18，480円

票 数

単勝票数 計 271807 的中 � 40059（3番人気）
複勝票数 計 403811 的中 � 65886（2番人気）� 30117（5番人気）� 159889（1番人気）
枠連票数 計 81778 的中 （2－4） 2152（11番人気）
馬連票数 計 359538 的中 �� 11222（11番人気）
馬単票数 計 317828 的中 �� 4495（22番人気）
ワイド票数 計 207653 的中 �� 11122（6番人気）�� 40727（1番人気）�� 10939（7番人気）
3連複票数 計 529941 的中 ��� 22661（6番人気）
3連単票数 計1405960 的中 ��� 5616（62番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．6―13．7―12．7―13．0―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―37．4―51．1―1：03．8―1：16．8―1：29．5―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイクルーズ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 新潟3着

2011．4．11生 牡3栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 5戦2勝 賞金 14，950，000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。



01017 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第5競走 ��1，600�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
1：33．0
1：30．7

良
良

11 � エイシンスパルタン 牡3芦 56 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米
Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

490－ 81：34．1 2．1�
35 ランドオザリール 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530－121：34．73� 22．9�

714 リングランドムーン 牡3鹿 56 幸 英明蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育
成牧場 488＋ 21：35．01� 33．7�

47 フォルシャー 牡3栗 56 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476－ 61：35．1� 12．3�
36 ミッキーラブソング 牡3黒鹿56 C．ルメール 野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 454＋ 41：35．31 6．3	

（仏）

23 ジェットセッター 牡3青鹿56 武 豊下河
美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 464－ 2 〃 ハナ 16．1�
48 エーティーペガサス 牡3栗 56 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 日高 正和山本牧場 464＋ 61：35．4� 50．5�
12 クリーブラット 牡3芦 56 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：35．61� 21．7
713 キングスバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 458－ 21：35．7� 5．8�
510 タガノハンター 牡3黒鹿56 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 2 〃 クビ 266．5�
816 ティーエスギムレ 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 434＋ 41：35．8� 138．8�
815 ラテラルアーク 牡3栗 56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 490＋ 21：36．01� 49．6�
59 ツルミユニコーン 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 484－ 8 〃 ハナ 457．0�
24 シゲルミカワ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 498＋ 4 〃 ハナ 152．6�
612 ダンスールクレール 牡3鹿 56 福永 祐一有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 490＋101：36．1クビ 7．8�
611 アピールキリシマ 牝3栗 54 小坂 忠士西村新一郎氏 境 直行 新冠 秋田牧場 406－ 21：37．37 561．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，209，400円 複勝： 41，784，100円 枠連： 14，445，100円
馬連： 48，569，100円 馬単： 28，570，400円 ワイド： 24，473，500円
3連複： 70，771，700円 3連単： 109，622，400円 計： 364，445，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 160円 � 420円 � 580円 枠 連（1－3） 610円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，270円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 22，990円 3 連 単 ��� 70，720円

票 数

単勝票数 計 262094 的中 � 99661（1番人気）
複勝票数 計 417841 的中 � 96965（1番人気）� 22206（7番人気）� 15165（9番人気）
枠連票数 計 144451 的中 （1－3） 17555（2番人気）
馬連票数 計 485691 的中 �� 12000（11番人気）
馬単票数 計 285704 的中 �� 5583（17番人気）
ワイド票数 計 244735 的中 �� 6300（11番人気）�� 4786（16番人気）�� 1239（46番人気）
3連複票数 計 707717 的中 ��� 2272（69番人気）
3連単票数 計1096224 的中 ��� 1144（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．1―47．3―59．3―1：11．1―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンスパルタン �
�
父 Zensational �

�
母父 Mutakddim デビュー 2013．12．8 阪神3着

2011．2．23生 牡3芦 母 Lady Tak 母母 Star of My Eye 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルクナッテ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルセッツ号
※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。

01018 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第6競走 2，000�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
1：56．8
1：56．1

良
良

44 グッドスピリッツ �3鹿 56 池添 謙一杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 450 ―2：04．0 22．6�
55 デ モ ニ オ 牡3青 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494 ―2：04．74 3．3�
33 プルママルカ 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 504 ―2：05．01� 5．0�

（仏）

22 テイエムステータス 牝3鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 486 ―2：05．1� 13．3�
11 スズカシャトル 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 482 ―2：05．31� 13．8�
78 ワンダフルニュース 牡3栗 56 松山 弘平島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 492 ―2：05．4� 73．5	
811 スズカデヴィアス 牡3黒鹿56 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478 ― 〃 クビ 6．1

67 アドマイヤランディ 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522 ―2：05．5� 4．4�
810 アイハヴアドリーム 牡3青 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 534 ―2：05．71� 9．0�
79 グラジオラス 牝3青鹿54 川須 栄彦ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492 ―2：06．02 51．8�
66 サプライズシーヌ 牝3鹿 54 秋山真一郎永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480 ―2：06．31� 45．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，012，900円 複勝： 30，581，200円 枠連： 11，165，400円
馬連： 40，095，300円 馬単： 26，470，500円 ワイド： 17，420，400円
3連複： 51，467，200円 3連単： 91，570，800円 計： 289，783，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 530円 � 160円 � 180円 枠 連（4－5） 4，150円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 11，370円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，530円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 48，590円

票 数

単勝票数 計 210129 的中 � 7350（8番人気）
複勝票数 計 305812 的中 � 11103（8番人気）� 65032（1番人気）� 47151（3番人気）
枠連票数 計 111654 的中 （4－5） 1987（18番人気）
馬連票数 計 400953 的中 �� 7901（17番人気）
馬単票数 計 264705 的中 �� 1719（44番人気）
ワイド票数 計 174204 的中 �� 3284（19番人気）�� 2632（22番人気）�� 12903（2番人気）
3連複票数 計 514672 的中 ��� 7788（15番人気）
3連単票数 計 915708 的中 ��� 1391（172番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―13．2―13．4―12．8―13．2―13．1―12．4―11．0―10．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―37．3―50．7―1：03．5―1：16．7―1：29．8―1：42．2―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．2
1
3
4，8－5（1，6）－（2，9）11，7，3－10
4，8（1，5，9）（2，6，3）（7，11）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドスピリッツ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2011．3．16生 �3鹿 母 セメイユドゥヴォン 母母 Heeremandi 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※ワンダフルニュース号は，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。



01019 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第7競走 1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

510 グランプリブラッド 牡5鹿 57 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：52．8 36．3�
59 カレングラスジョー 牡4栗 56 浜中 俊鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 512± 01：53．65 3．6�
36 ヴァンヘルシング 牡5青鹿57 和田 竜二市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454－ 21：53．81� 6．6�
816 メテオライト 牡5栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 3．5�
714 ミッキークリスエス 牡5黒鹿 57

54 ▲森 一馬野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 534± 01：53．9クビ 21．6�
12 � ラ ン ド ル ト 牡5鹿 57

56 ☆菱田 裕二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：54．21� 13．2	
35 タマモプラネット 牡4芦 56 水口 優也タマモ
 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 486＋ 8 〃 クビ 10．2�
47 ブルーボリウッド 牡4栗 56 藤田 伸二 
ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 488± 01：54．3� 61．7�
815 ジョナパランセ 牡5栗 57 藤岡 佑介青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 504± 01：54．72� 94．1
713 ウォースピリッツ 牡4黒鹿56 北村 友一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 0 〃 クビ 6．8�
11 フミノポールスター 牡5黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 496－ 21：55．23 13．5�
612 カレンデイムーン 牡6栗 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484± 01：55．41� 58．8�
611 サンライズカラー 牡5鹿 57

55 △藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 522－141：55．61� 125．3�
23 � テイエムオデッセイ 牝4鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 438－111：55．91� 164．2�
48 ア ザ ゼ ル 牡4青鹿56 太宰 啓介前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 496＋ 81：56．11� 86．0�
24 スズカアルファ 牡4栗 56 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 468＋14 〃 ハナ 181．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，579，800円 複勝： 37，795，000円 枠連： 17，732，500円
馬連： 50，532，100円 馬単： 29，801，000円 ワイド： 24，575，500円
3連複： 68，878，600円 3連単： 117，645，200円 計： 368，539，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，630円 複 勝 � 950円 � 150円 � 240円 枠 連（5－5） 7，850円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 16，580円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 3，580円 �� 480円

3 連 複 ��� 15，560円 3 連 単 ��� 127，310円

票 数

単勝票数 計 215798 的中 � 4685（9番人気）
複勝票数 計 377950 的中 � 7429（9番人気）� 93677（1番人気）� 40718（4番人気）
枠連票数 計 177325 的中 （5－5） 1669（19番人気）
馬連票数 計 505321 的中 �� 5831（22番人気）
馬単票数 計 298010 的中 �� 1327（51番人気）
ワイド票数 計 245755 的中 �� 2672（25番人気）�� 1599（33番人気）�� 13823（4番人気）
3連複票数 計 688786 的中 ��� 3268（47番人気）
3連単票数 計1176452 的中 ��� 682（356番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．3―13．0―12．6―12．1―12．5―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．4―50．4―1：03．0―1：15．1―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランプリブラッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．24 阪神3着

2009．4．21生 牡5鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 21戦3勝 賞金 34，107，000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。
（非抽選馬） 1頭 ミッキーエール号

01020 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 ジェネシスロック 牡4鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 506－ 21：12．4 3．0�
（仏）

815 メイショウゾンビ 牡5鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 488＋ 2 〃 クビ 16．8�
23 キクノブレイン 牡4黒鹿56 幸 英明菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 480± 0 〃 ハナ 8．7�
47 マッシヴヒーロー 牡5鹿 57 池添 謙一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 458± 0 〃 ハナ 6．4�
611 コ ラ ン ダ ム 牡5栗 57 岩田 康誠山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 500＋ 61：12．61� 20．5�
12 サンライズマーチ 牡4鹿 56

55 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 478＋ 81：12．7� 6．4�
48 ス テ ー キ 牡4栗 56 武 豊藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 500－ 6 〃 ハナ 5．0	
36 � ク ー デ タ ー 牡5黒鹿57 高倉 稜杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 468－ 61：13．23 137．1

713� ドントタッチミー 牡4鹿 56 川須 栄彦山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 444－ 11：13．3クビ 172．6�
816� ストリートワイズ 牡5青 57 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：13．51� 284．9�
714 キタサンウンリュー 牡5黒鹿57 松山 弘平大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 536＋ 21：13．6� 10．6�
35 � レアプラチナ 牝5鹿 55 国分 恭介松田 整二氏 日吉 正和 日高 野島牧場 452－161：13．81� 208．9�
612	� アンテインテッド 牝4栗 54 和田 竜二大樹ファーム 松元 茂樹 米

Daniel J.
Burke & Kath-
leen Schweizer

466－ 91：14．22� 34．8�
24 クインスウィーティ 牝4芦 54 太宰 啓介田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 432＋ 41：14．51
 31．8�
510 グッドジーン 牡4栗 56 藤田 伸二フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 486＋16 〃 アタマ 85．4�

（15頭）
59 � ワンダージョイア 牡5黒鹿57 大下 智山本 信行氏 梅内 忍 えりも 能登 浩 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，595，400円 複勝： 48，201，900円 枠連： 23，887，400円
馬連： 67，300，400円 馬単： 40，749，200円 ワイド： 31，568，700円
3連複： 93，208，900円 3連単： 163，533，000円 計： 497，044，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 360円 � 250円 枠 連（1－8） 1，290円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 930円 �� 510円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 22，680円

票 数

単勝票数 計 285954 的中 � 76440（1番人気）
複勝票数 計 482019 的中 � 114255（1番人気）� 28877（7番人気）� 45566（5番人気）
枠連票数 計 238874 的中 （1－8） 13693（6番人気）
馬連票数 計 673004 的中 �� 19109（12番人気）
馬単票数 計 407492 的中 �� 9024（11番人気）
ワイド票数 計 315687 的中 �� 8269（13番人気）�� 16432（4番人気）�� 5411（21番人気）
3連複票数 計 932089 的中 ��� 14435（18番人気）
3連単票数 計1635330 的中 ��� 5323（69番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．0―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネシスロック �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2012．7．8 中京1着

2010．4．26生 牡4鹿 母 ムーニーポンズ 母母 Lotka 11戦2勝 賞金 23，970，000円
〔出走取消〕 ワンダージョイア号は，疾病〔創傷性右角膜炎〕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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ヴァルナビット号・キクノメテオ号・ニシノモンクス号・ハルシュタット号・ヒラボクダッシュ号・

ヒロノエンペラー号
（非抽選馬） 5頭 アルペンクローネ号・ヴェアデイロス号・グレイングロース号・ハッピーヤングマン号・ヒカリユニキャスト号
※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。



01021 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第9競走 ��2，200�
こ は た

許 波 多 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

66 � ロッカデバルディ 牡4黒鹿55 浜中 俊吉田 和美氏 吉村 圭司 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

508－ 62：13．3 1．9�
79 マイネルマエストロ 牡4青鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 494＋ 22：13．51� 23．3�
33 ヒロノプリンス 牡4鹿 56 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 464＋ 22：13．82 13．7�
22 � スミデロキャニオン 牡5鹿 57 幸 英明吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458± 02：13．9	 6．4�
11 プランスペスカ 牡4鹿 56 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456± 0 〃 ハナ 13．6�
55 � エーシンマックス 牡4栗 56 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 506＋ 22：14．0クビ 9．1	
810 シャイニーハーツ 牡4栗 56 北村 友一小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 468＋ 4 〃 クビ 7．0

78 ポセイドンバローズ 牡4栗 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 480＋102：14．1クビ 9．4�

（仏）

44 � メイショウシレトコ 牡6鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468＋ 62：14．41	 256．1�
67 ゼログラヴィティー 牡5黒鹿57 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478＋ 82：14．82� 53．4
811 パッシフローラ 牝5鹿 55 四位 洋文 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 442－ 22：15．12 153．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，259，600円 複勝： 59，583，400円 枠連： 16，774，000円
馬連： 89，264，000円 馬単： 56，859，300円 ワイド： 38，494，700円
3連複： 114，426，400円 3連単： 247，340，700円 計： 662，002，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 390円 � 290円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 920円 �� 530円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 8，420円 3 連 単 ��� 37，270円

票 数

単勝票数 計 392596 的中 � 164213（1番人気）
複勝票数 計 595834 的中 � 185166（1番人気）� 29500（8番人気）� 43303（6番人気）
枠連票数 計 167740 的中 （6－7） 16208（4番人気）
馬連票数 計 892640 的中 �� 24973（11番人気）
馬単票数 計 568593 的中 �� 8983（16番人気）
ワイド票数 計 384947 的中 �� 10306（11番人気）�� 19202（5番人気）�� 4433（29番人気）
3連複票数 計1144264 的中 ��� 10033（30番人気）
3連単票数 計2473407 的中 ��� 4898（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―36．4―48．9―1：01．5―1：14．0―1：26．6―1：38．8―1：50．6―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロッカデバルディ �
�
父 Hussonet �

�
母父 Danehill デビュー 2013．6．15 阪神4着

2010．10．13生 牡4黒鹿 母 Ribe 母母 Kapeskin 7戦3勝 賞金 35，162，000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。

01022 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第10競走 ��1，600�
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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

58 フ ィ エ ロ 牡5青鹿57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502－ 61：32．8 2．8�

34 シ ェ ル ビ ー 牡5栗 57 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 518＋ 2 〃 クビ 3．4�
35 ウイングザムーン 牝5鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 494＋ 21：32．9� 9．0�
46 マコトブリジャール 牝4鹿 54 C．ルメール�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 410＋ 41：33．0� 10．1�

（仏）

22 ダイナミックガイ 牡4栗 56 松山 弘平小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 484＋ 41：33．1� 23．8	
814 オ リ ー ビ ン 牡5栗 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484＋ 41：33．31	 9．7

11 メイショウヤタロウ 牡6鹿 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 486＋ 41：33．5� 11．3�
47 
 タ ー フ ェ ル 牡6栗 57 浜中 俊伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B522＋ 2 〃 クビ 84．7�
815 アルティシムス 牡6鹿 57 国分 恭介 �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 454－ 21：33．81� 91．0
59 パワースポット 牝6鹿 55 松田 大作�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 462－ 6 〃 ハナ 34．6�
713 クッカーニャ 牝5青鹿55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：33．9� 25．3�
610
 タマモマーブル �6栗 57 川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 486＋ 41：34．11	 30．7�
712� キョウエイバサラ 牡6芦 57 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 528＋121：34．31 512．3�
23 ベストクルーズ 牝7芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 444－ 21：34．4� 45．2�
611 メイショウハガクレ 牡5鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474－ 41：35．03� 142．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，432，900円 複勝： 90，502，400円 枠連： 32，909，700円
馬連： 151，702，100円 馬単： 81，010，900円 ワイド： 62，968，400円
3連複： 206，500，400円 3連単： 372，052，100円 計： 1，051，078，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 230円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 220円 �� 500円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 534329 的中 � 155646（1番人気）
複勝票数 計 905024 的中 � 245452（1番人気）� 195830（2番人気）� 75210（3番人気）
枠連票数 計 329097 的中 （3－5） 75593（1番人気）
馬連票数 計1517021 的中 �� 244223（1番人気）
馬単票数 計 810109 的中 �� 63856（1番人気）
ワイド票数 計 629684 的中 �� 83525（1番人気）�� 28616（3番人気）�� 24982（5番人気）
3連複票数 計2065004 的中 ��� 111931（1番人気）
3連単票数 計3720521 的中 ��� 57483（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．0―11．5―11．9―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．6―46．6―58．1―1：10．0―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ エ ロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2012．7．7 中京1着

2009．3．14生 牡5青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom 7戦4勝 賞金 48，537，000円
※キョウエイバサラ号は，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。



01023 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第11競走 ��3，000�
まんよう

万葉ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）

4歳以上，25．1．5以降25．12．23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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．7
3：02．5

良
良

810 タニノエポレット 牡7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 514＋ 23：07．0 2．9�
22 ラブラドライト �5鹿 50 酒井 学吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 83：07．63� 4．0�
33 グッドカフェ �6青鹿50 藤懸 貴志杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 484± 03：07．81� 9．9�
55 トウカイトリック 牡12鹿 57 福永 祐一内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 452＋ 6 〃 クビ 4．5�
89 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿54 松田 大作深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 522＋ 23：07．9クビ 10．5�
11 スノーストーム 牡4栗 49 水口 優也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 488± 03：08．21� 21．6	
77 トップカミング �8黒鹿53 小坂 忠士�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 452－ 6 〃 クビ 15．3

78 サイモントルナーレ 牡8栗 53 川須 栄彦澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 458－ 6 〃 アタマ 19．4�
66 クラシカルノヴァ 牡6黒鹿55 幸 英明岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 480＋123：08．94 17．5�
44 オースミイチバン 牡5栗 57 川島 信二オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 530± 03：09．96 36．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 62，539，800円 複勝： 77，695，400円 枠連： 43，620，600円
馬連： 218，846，300円 馬単： 127，327，700円 ワイド： 74，529，600円
3連複： 310，379，000円 3連単： 737，633，500円 計： 1，652，571，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 230円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 280円 �� 520円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 625398 的中 � 171376（1番人気）
複勝票数 計 776954 的中 � 195574（1番人気）� 145130（2番人気）� 69715（4番人気）
枠連票数 計 436206 的中 （2－8） 65661（1番人気）
馬連票数 計2188463 的中 �� 283297（1番人気）
馬単票数 計1273277 的中 �� 85822（1番人気）
ワイド票数 計 745296 的中 �� 74369（1番人気）�� 33626（5番人気）�� 38525（4番人気）
3連複票数 計3103790 的中 ��� 139585（2番人気）
3連単票数 計7376335 的中 ��� 85633（7番人気）

ハロンタイム 12．5―12．4―13．3―13．4―12．9―12．5―13．2―13．1―13．0―12．0―12．1―12．0―11．8―11．2―11．6

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�
12．5―24．9―38．2―51．6―1：04．5―1：17．0―1：30．2―1：43．3―1：56．3―2：08．3―2：20．4―2：32．4

2，600� 2，800�
―2：44．2―2：55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．6―3F34．6
1
�
2，3，8，10，6（5，4）7（1，9）
2，3（10，9）8（5，4）6，7，1

2
�
2，3（10，8）6（5，4）7，9，1
2，3（10，9）7（5，8，4）（6，1）

勝馬の
紹 介

タニノエポレット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2009．8．23 小倉8着

2007．2．6生 牡7鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 43戦5勝 賞金 138，940，000円
※トップカミング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01024 1月6日 晴 良 （26京都1）第2日 第12競走 ��1，200�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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

35 アフリカンハンター 牡6栗 57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 504＋ 41：12．1 6．0�
816 シゲルアケビ 牝5鹿 55 藤田 伸二森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 472＋ 6 〃 ハナ 225．2�
611� イエスイットイズ 牡5鹿 57 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 526＋ 41：12．2� 14．4�
713 フレンチトースト 牝5鹿 55

53 △藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 438－ 4 〃 ハナ 9．7�
24 � アスターストーム 牡4鹿 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

490＋ 6 〃 ハナ 13．3�
714� アテーナーズブレス 牝6鹿 55 酒井 学黒岩 晴男氏 中村 均 米 Green

Gates Farm 464－ 4 〃 ハナ 18．0�
47 モズベラベラ 牡5栗 57 小牧 太北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 470－141：12．3	 7．4	
815� アースゼウス 牡4栗 56 浜中 俊 
グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

518＋121：12．51
 3．7�
23 ヤマニンアルシェ 牡6鹿 57

54 ▲森 一馬土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 532＋ 41：12．6� 177．1�
612� ウエストハーバー 牡6栗 57 和田 竜二加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 538＋ 61：12．7クビ 33．3
510� アグネスピンキー 牝6鹿 55 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 ハナ 31．9�
36 � ストームジャガー 牡4鹿 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 482－181：13．02 4．0�
（仏）

59 スマートアレンジ 牝4鹿 54 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大
作ステーブル 476＋101：13．2	 27．1�

11 タングルジャングル 牡6鹿 57
54 ▲岩崎 翼金子真人ホール

ディングス
 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 482＋ 6 〃 クビ 67．9�
12 � アクアブルーウェイ 牡5栗 57 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 492＋ 81：13．3クビ 237．1�
48 キークッキー 牝4鹿 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 472－ 81：15．2大差 251．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，349，800円 複勝： 84，259，800円 枠連： 47，680，500円
馬連： 156，352，400円 馬単： 86，026，600円 ワイド： 70，065，700円
3連複： 219，548，900円 3連単： 431，078，600円 計： 1，147，362，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 260円 � 3，210円 � 440円 枠 連（3－8） 430円

馬 連 �� 54，670円 馬 単 �� 86，270円

ワ イ ド �� 15，680円 �� 1，240円 �� 31，730円

3 連 複 ��� 200，290円 3 連 単 ��� 1，148，510円

票 数

単勝票数 計 523498 的中 � 69452（3番人気）
複勝票数 計 842598 的中 � 101394（3番人気）� 5841（14番人気）� 50102（7番人気）
枠連票数 計 476805 的中 （3－8） 83235（1番人気）
馬連票数 計1563524 的中 �� 2111（76番人気）
馬単票数 計 860266 的中 �� 736（137番人気）
ワイド票数 計 700657 的中 �� 1079（79番人気）�� 14557（14番人気）�� 532（103番人気）
3連複票数 計2195489 的中 ��� 809（268番人気）
3連単票数 計4310786 的中 ��� 277（1550番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．2―12．1―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．1―46．2―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．0
3 15－11，2（8，10）1，6，5，13（3，4）14（7，9，12）－16 4 15－11，2（8，10）（1，5）6（3，4，13）14（7，12）9，16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アフリカンハンター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2010．12．18 阪神13着

2008．4．27生 牡6栗 母 チ ー タ ー 母母 Stepping High 16戦4勝 賞金 36，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴェアリアスムーン号・キンシザイル号・シゲルシゲザネ号・ジャマイカジョー号・ミラクルルーマー号
（非抽選馬） 1頭 ウエスタンムサシ号
※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。



（26京都1）第2日 1月6日（月曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

217，060，000円
2，080，000円
6，480，000円
1，220，000円
19，740，000円
64，232，500円
4，238，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
387，930，500円
642，899，000円
246，611，500円
953，522，900円
579，755，400円
416，625，500円
1，327，106，600円
2，657，074，700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
計 7，211，526，100円

総入場人員 13，854名 （有料入場人員 12，390名）
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