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01025 1月11日 晴 重 （26京都1）第3日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 コーリンベリー 牝3栗 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 462＋ 21：12．7 140．2�
714 ワ デ ィ 牝3栗 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 01：12．91� 3．5�
611 カネトシビバーチェ 牝3鹿 54 幸 英明兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 438± 01：13．53� 32．8�
816 ダ ラ ニ 牝3栗 54 C．ルメール 山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 478± 01：13．71� 2．3�
（仏）

815 シゲルミマサカ 牝3青鹿54 秋山真一郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 428± 0 〃 アタマ 12．2�
11 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468± 0 〃 クビ 21．2�
24 マルクナッテ 牝3栗 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 412＋ 21：14．23 137．0	
23 ファービヨンド 牝3栗 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 2 〃 クビ 29．2

36 トーホウメビウス 牝3鹿 54 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 464＋ 21：14．41� 9．1�
48 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 54 北村 友一田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 470＋ 21：14．5� 6．8
59 ローゼルキュート 牝3鹿 54 藤岡 康太村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 464± 01：15．13� 439．4�
713 トラディション 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486± 01：15．2� 27．4�

612 ク ロ ッ プ 牝3黒鹿 54
51 ▲岩崎 翼 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム 486－121：15．41� 209．2�

12 ヒミノマンサク 牝3栗 54 熊沢 重文佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 440－ 61：15．82� 202．2�
510 メイショウネイロ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 468－ 8 〃 クビ 81．3�
35 ミヤジマルゴ 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 守矢牧場 544－ 81：16．01 128．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，649，400円 複勝： 57，387，600円 枠連： 14，866，100円
馬連： 49，867，100円 馬単： 33，936，400円 ワイド： 29，579，100円
3連複： 76，445，600円 3連単： 114，228，500円 計： 402，959，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，020円 複 勝 � 3，380円 � 160円 � 610円 枠 連（4－7） 1，450円

馬 連 �� 29，310円 馬 単 �� 103，500円

ワ イ ド �� 8，690円 �� 32，410円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 166，430円 3 連 単 ��� 1，590，580円

票 数

単勝票数 計 266494 的中 � 1498（13番人気）
複勝票数 計 573876 的中 � 3358（12番人気）� 138059（2番人気）� 20731（7番人気）
枠連票数 計 148661 的中 （4－7） 7587（6番人気）
馬連票数 計 498671 的中 �� 1256（46番人気）
馬単票数 計 339364 的中 �� 242（111番人気）
ワイド票数 計 295791 的中 �� 826（45番人気）�� 220（93番人気）�� 5644（17番人気）
3連複票数 計 764456 的中 ��� 339（192番人気）
3連単票数 計1142285 的中 ��� 53（1262番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．2―12．7―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．7―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．0
3 ・（7，8）16（11，14）（3，15）13，12，6（4，5）10（2，9）－1 4 ・（7，8）16，11（3，14）15，13（4，12，6）（5，10）（2，9）1

勝馬の
紹 介

コーリンベリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2013．8．3 小倉11着

2011．4．13生 牝3栗 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケープオブホープ号・タマモグラッセ号
（非抽選馬） 2頭 アリュージョン号・ラインファング号
※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。

01026 1月11日 晴 重 （26京都1）第3日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

48 ハッピーメモリーズ 牡3芦 56 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 480－ 61：54．8 17．8�
611 ローレルラシーム 牡3鹿 56 福永 祐一 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 松浦牧場 480＋10 〃 ハナ 4．2�
714 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 490＋ 21：55．11� 4．4�
23 テイエムボッケモン 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 494＋141：55．31� 67．4�
12 デンコウエポック 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 476＋ 61：55．51� 124．6�
815 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 494－ 41：55．71� 31．6	
47 フィリグラーナ 牡3栗 56 池添 謙一畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 458＋ 81：56．12� 5．8

59 ヤマニンピエジェ 牡3鹿 56 浜中 俊土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 532－ 41：56．63 15．8�
11 ファイアーシチー 牡3青鹿56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464± 01：56．7� 18．4�
36 アスタースカイ 牡3栗 56 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 オリエント牧場 504－ 61：57．12� 135．4
35 ダンシングバトー 牝3芦 54 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B456－ 21：57．63 43．0�
24 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 468＋ 8 〃 アタマ 3．2�
510 テイエムハヤカゼ 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 492－ 41：58．87 261．5�
612 ケージーキンカメ 牡3黒鹿56 国分 優作川井 五郎氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 B458－141：59．22� 157．7�
816 ナインテイルズ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 486＋ 41：59．94 32．8�
713 ムーンウォーカー 牝3鹿 54 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 日高 正和山本牧場 470－ 22：03．4大差 232．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，683，000円 複勝： 42，634，000円 枠連： 12，116，000円
馬連： 46，318，400円 馬単： 30，258，100円 ワイド： 23，748，000円
3連複： 64，172，400円 3連単： 92，415，600円 計： 337，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 350円 � 220円 � 160円 枠 連（4－6） 1，080円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 11，710円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 840円 �� 440円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 47，730円

票 数

単勝票数 計 256830 的中 � 11408（6番人気）
複勝票数 計 426340 的中 � 26018（5番人気）� 51974（4番人気）� 88420（2番人気）
枠連票数 計 121160 的中 （4－6） 8284（4番人気）
馬連票数 計 463184 的中 �� 7846（16番人気）
馬単票数 計 302581 的中 �� 1907（41番人気）
ワイド票数 計 237480 的中 �� 4270（16番人気）�� 6847（9番人気）�� 14529（3番人気）
3連複票数 計 641724 的中 ��� 9363（16番人気）
3連単票数 計 924156 的中 ��� 1429（156番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―13．0―13．3―13．2―13．2―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．6―49．9―1：03．1―1：16．3―1：29．0―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ハッピーメモリーズ �
�
父 アルカセット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．12．14 阪神4着

2011．3．4生 牡3芦 母 フローラルジュノー 母母 ダイヤモンドスノー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナインテイルズ号・ムーンウォーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

2月11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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカローラー号
（非抽選馬） 1頭 ナムラハリー号

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月11日 晴 重 （26京都1）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10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

713 ウィットウォーター 牝3黒鹿54 国分 恭介鈴木 康弘氏 武 宏平 むかわ 上水牧場 442± 01：13．9 26．9�
510 エンジェヌー 牝3青鹿54 C．ルメール 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 470－ 6 〃 ハナ 36．5�
（仏）

47 � ヴェントアウレオ 牡3栗 56 岩田 康誠藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi
Fujita 474－ 61：14．11� 10．6�

12 モズニントク 牡3黒鹿56 松田 大作北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 山野牧場 472＋ 4 〃 ハナ 34．0�
815 ペプチドムーン 牡3栗 56 幸 英明沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 466± 01：14．41� 16．9�
611� ヒャクバイガエシ 牡3栗 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米

Alastar Thor-
oughbred Com-
pany LLC

464＋ 41：14．5クビ 9．7�
35 スターリーオレンジ 牝3栗 54 小林 徹弥山上 和良氏 野村 彰彦 新ひだか 久井牧場 476± 01：14．6� 114．9	
714 アイズユーニン 牝3栗 54 北村 友一江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 484＋ 21：14．7� 118．9

612 タガノタヴェルナー 牡3栗 56 川田 将雅八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480± 01：14．91� 4．1�
59 テンペラメントホル 牡3鹿 56 高倉 稜宮田美恵子氏 浜田多実雄 熊本 片山 建治 468＋121：15．0� 255．7�
11 サンレイクウッド 牡3鹿 56 浜中 俊加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 516＋ 21：15．1� 2．5
36 ルスナイプリンセス 牝3鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 492＋ 21：15．2� 17．2�
816 ゴ ラ イ コ ウ 牝3鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 谷口牧場 452± 01：15．41� 458．6�
48 スマッシュヒット 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼山田 貞蔵氏 山内 研二 浦河 猿橋 義昭 472－ 81：16．35 392．6�
24 セイスナッピー 牡3栗 56 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 494＋101：16．51� 26．4�
23 ローレルベローチェ 牡3栗 56 松山 弘平 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 476± 01：17．13� 7．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，701，100円 複勝： 49，117，300円 枠連： 18，384，700円
馬連： 52，878，500円 馬単： 34，239，400円 ワイド： 29，713，400円
3連複： 77，520，100円 3連単： 116，116，000円 計： 405，670，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 690円 � 1，180円 � 320円 枠 連（5－7） 22，320円

馬 連 �� 31，380円 馬 単 �� 70，000円

ワ イ ド �� 8，930円 �� 3，690円 �� 4，560円

3 連 複 ��� 147，450円 3 連 単 ��� 1，020，170円

票 数

単勝票数 計 277011 的中 � 8118（9番人気）
複勝票数 計 491173 的中 � 18132（8番人気）� 10026（11番人気）� 45747（4番人気）
枠連票数 計 183847 的中 （5－7） 608（31番人気）
馬連票数 計 528785 的中 �� 1244（57番人気）
馬単票数 計 342394 的中 �� 361（121番人気）
ワイド票数 計 297134 的中 �� 814（58番人気）�� 1994（39番人気）�� 1608（43番人気）
3連複票数 計 775201 的中 ��� 388（209番人気）
3連単票数 計1161160 的中 ��� 84（1279番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．5―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．3―47．8―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィットウォーター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．3 小倉5着

2011．3．8生 牝3黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 7戦1勝 賞金 8，450，000円
※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 キーコード号
（非抽選馬） 3頭 テイエムマッチョ号・トットコ号・バンブーカッサーノ号
※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。

01028 1月11日 晴 重 （26京都1）第3日 第4競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・右）

牝，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
1：21．9
1：21．5

重
不良

47 ダイリュウキセキ 牝3黒鹿54 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 438－ 21：26．6 8．1�
48 カレンコティヤール 牝3栗 54 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 450－ 41：26．81� 12．8�
24 ベルルミエール 牝3鹿 54 川島 信二佐々木完二氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 5．6�
36 � レディカリビアン 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 430－ 2 〃 アタマ 224．5�
59 ルミナスパレード 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：26．9� 2．8�
612 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 松岡 正海�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 468－ 21：27．11� 21．3	
510 フェブノヘア 牝3栗 54 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 442＋ 6 〃 ハナ 21．5

11 パ ブ ロ ワ 牝3芦 54 M．ギュイヨン 菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508－ 41：27．42 31．4�

（仏）

23 ピクニックソング 牝3鹿 54 幸 英明山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 440－ 21：27．61� 13．2�
714 シュヴァリエ 牝3栗 54 藤田 伸二 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 430＋ 61：27．7クビ 43．8�
713 トラストフェアリー 牝3栗 54 秋山真一郎菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 430＋ 41：28．12� 7．5�
815 バカニシナイデヨ 牝3栗 54 高倉 稜小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 438＋121：28．41� 20．8�
816 ハニードント 牝3栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 450＋ 21：28．93 30．1�
35 カシノタロン 牝3栗 54 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 430± 01：29．11� 123．5�
12 ヒカリヴェロニカ 牝3栗 54 浜中 俊ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 490－ 4 〃 クビ 23．3�
611 クールジョジョ 牝3黒鹿54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 430＋ 81：29．84 46．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，000，900円 複勝： 50，633，700円 枠連： 20，028，700円
馬連： 53，576，500円 馬単： 33，418，500円 ワイド： 30，447，300円
3連複： 77，775，200円 3連単： 104，880，300円 計： 399，761，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 290円 � 420円 � 280円 枠 連（4－4） 6，050円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，340円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 13，870円 3 連 単 ��� 76，560円

票 数

単勝票数 計 290009 的中 � 28502（4番人気）
複勝票数 計 506337 的中 � 48224（4番人気）� 30027（7番人気）� 50347（3番人気）
枠連票数 計 200287 的中 （4－4） 2445（24番人気）
馬連票数 計 535765 的中 �� 8781（18番人気）
馬単票数 計 334185 的中 �� 2860（29番人気）
ワイド票数 計 304473 的中 �� 4296（20番人気）�� 5670（12番人気）�� 3675（24番人気）
3連複票数 計 777752 的中 ��� 4140（43番人気）
3連単票数 計1048803 的中 ��� 1011（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．8―48．5―1：01．3―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイリュウキセキ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．9 京都5着

2011．2．16生 牝3黒鹿 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス 4戦2勝 賞金 12，900，000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） 2頭 エスシープリンセス号・ビートゴーズオン号
※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。



01029 1月11日 晴 良 （26京都1）第3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
1：44．7
1：44．1

良
良

815 ブラックカイト 牡3黒鹿56 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 460± 01：47．8 17．5�
714 メイショウチギリ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 482－ 21：48．01� 1．9�
24 テーオービックバン 牡3栗 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 41：48．21� 14．0�
713 アドマイヤシーマ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 422－ 81：48．3クビ 22．7�
611 キングストーン 牡3鹿 56 C．ルメール 寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500± 01：48．61� 4．6�

（仏）

11 ダノンサイクロン 牝3青鹿54 川須 栄彦�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 アタマ 30．4	
48 キリシマホーマ 牡3鹿 56 太宰 啓介土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 496± 01：48．7� 19．3

59 プレスアテンション 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋12 〃 ハナ 80．6�

47 フォローハート 牝3黒鹿54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 482± 01：48．8� 33．7�
23 メジャーホープ 牡3栗 56 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 488＋ 41：49．33 98．7
510 ダブルミッション 牡3鹿 56 M．ギュイヨン 広尾レース� 角居 勝彦 大樹 大樹ファーム 468－ 41：49．4� 8．7�

（仏）

816 ヴァイセフラウ 牝3芦 54 浜中 俊�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－ 21：49．61� 27．1�

35 グランフィデリオ 牡3青鹿 56
53 ▲岩崎 翼飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 438＋ 4 〃 クビ 272．6�

36 ムーンシャイン 牝3鹿 54 秋山真一郎吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450± 01：49．81 263．7�
12 キネオアレグロ 牡3栗 56 岩田 康誠吉田 千津氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 470± 01：49．9� 30．3�
612 メ ネ ス 牝3黒鹿54 和田 竜二寺田 寿男氏 鈴木 孝志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋101：50．11� 110．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，935，600円 複勝： 61，633，300円 枠連： 20，432，500円
馬連： 64，291，900円 馬単： 40，737，000円 ワイド： 34，754，000円
3連複： 86，786，900円 3連単： 131，292，200円 計： 476，863，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 330円 � 120円 � 350円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，800円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 31，690円

票 数

単勝票数 計 369356 的中 � 16705（5番人気）
複勝票数 計 616333 的中 � 37494（4番人気）� 204943（1番人気）� 34105（6番人気）
枠連票数 計 204325 的中 （7－8） 20032（2番人気）
馬連票数 計 642919 的中 �� 30661（5番人気）
馬単票数 計 407370 的中 �� 6235（15番人気）
ワイド票数 計 347540 的中 �� 13377（5番人気）�� 4484（22番人気）�� 16027（4番人気）
3連複票数 計 867869 的中 ��� 15909（8番人気）
3連単票数 計1312922 的中 ��� 3058（81番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．2―12．6―12．1―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．1―47．3―59．9―1：12．0―1：23．8―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．8
3 16（11，14）（7，10，12）4（5，15）13，6，2（9，8）1，3 4 16（11，14）（7，10）12（4，13，15）－（2，5，8）（1，9，6）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラックカイト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．16 京都6着

2011．4．3生 牡3黒鹿 母 エアマディーナ 母母 ワコーチカコ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 アドマイヤシーマ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※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） 1頭 オーミバンビーナ号
（非抽選馬） 2頭 キタサンゲッコウ号・レッドフォース号
※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。

01030 1月11日 晴 良 （26京都1）第3日 第6競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

牝，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

510 チョコレートバイン 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436 ―1：35．5 1．9�
816 ベストゴール 牝3鹿 54 国分 優作岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 408 ―1：35．6� 137．0�
714 ビブラビブレ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 410 ―1：35．81� 28．1�
35 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 386 ―1：36．01� 33．3�
59 メイショウソフィア 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好	氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 456 ―1：36．21� 44．3

12 ラ デ ィ ー ア 牝3鹿 54 M．ギュイヨン 有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 クビ 4．6�

（仏）

612 スズカシルバー 牝3芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 446 ―1：36．41� 32．4�
11 ウエスタンマンデラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �ウエスタンファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462 ―1：36．5� 7．8
47 キ ン メ ダ ル 牝3鹿 54 幸 英明 �ミキハウスHKサービス 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 472 ―1：36．71� 63．7�
48 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 452 ―1：36．8クビ 7．6�
36 コウヨウパール 牝3鹿 54 熊沢 重文寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 412 ― 〃 アタマ 117．4�
611 エミネントフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート庄野 靖志 浦河 中島牧場 422 ―1：36．9� 127．1�
815 フジインザスカイ 牝3鹿 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474 ―1：37．0� 145．2�
23 アイファーソーニョ 牝3鹿 54 北村 友一中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 462 ―1：37．53 83．2�
24 フジヤマテスラ 牝3鹿 54 藤田 伸二藤本美也子氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 430 ―1：39．110 14．9�
713 カ サ ラ ギ 牝3青鹿54 高倉 稜岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 池田牧場 424 ―1：40．9大差 398．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，500，400円 複勝： 41，708，700円 枠連： 19，665，500円
馬連： 50，791，400円 馬単： 37，372，800円 ワイド： 27，184，200円
3連複： 65，273，300円 3連単： 111，896，400円 計： 389，392，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 1，640円 � 490円 枠 連（5－8） 4，180円

馬 連 �� 8，480円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 910円 �� 13，520円

3 連 複 ��� 41，210円 3 連 単 ��� 180，700円

票 数

単勝票数 計 355004 的中 � 150930（1番人気）
複勝票数 計 417087 的中 � 122969（1番人気）� 4719（14番人気）� 17990（6番人気）
枠連票数 計 196655 的中 （5－8） 3476（15番人気）
馬連票数 計 507914 的中 �� 4425（27番人気）
馬単票数 計 373728 的中 �� 2918（29番人気）
ワイド票数 計 271842 的中 �� 2561（27番人気）�� 7699（7番人気）�� 478（80番人気）
3連複票数 計 652733 的中 ��� 1169（105番人気）
3連単票数 計1118964 的中 ��� 457（415番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．5―12．1―11．9―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．4―47．5―59．4―1：11．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 16＝（7，9）（2，10）（1，14）（5，8）（11，6）12（3，15）－4－13 4 16＝（9，10）7（1，2，14）（11，5，6）8，12，15－3－4－13

勝馬の
紹 介

チョコレートバイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zilzal 初出走

2011．4．11生 牝3鹿 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 フジヤマテスラ号の調教師小崎憲は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カサラギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月11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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 イルーシヴキャット号・ウィアーワン号・スパイスシャワー号・スリールドランジュ号・ゼットディーバ号・

タガノアップ号・チュチュモーヴ号・デルママルコ号・ピアノフィニッシュ号・ミラクルウェーブ号・
ラグジャリーシス号・ワイドショー号

※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。



01031 1月11日 晴 稍重 （26京都1）第3日 第7競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：21．9
1：21．5

重
不良

24 ピ ン ポ ン 牡4鹿 56 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 458＋ 41：24．8 40．2�
714 エイシンライアン 牡4黒鹿56 岩田 康誠平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 クビ 1．5�
510 サダムコーテイ 牡4鹿 56 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 2 〃 ハナ 8．7�
11 ハッピーヤングマン 牡5栗 57 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 478＋ 41：25．11� 95．3�
611� サクラテイオー 牡5青鹿57 幸 英明�谷岡牧場 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 478± 01：25．42 247．1�
59 グランプリナイト 牡4黒鹿56 四位 洋文	グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 512－ 41：25．5クビ 8．9

816 ハドソンシチー 牡4黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 442± 01：25．6� 33．1�
713 ゼロワンシンジロー 牡5鹿 57 武 豊国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 472＋ 21：25．7� 7．9�
23 ア チ ー ヴ 牡4黒鹿56 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 470＋ 4 〃 ハナ 20．9
47 ブルーメリディアン 牝5黒鹿55 C．ルメール 	ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 468± 01：25．8� 39．4�

（仏）

36 マーメイドティアラ 牝5鹿 55 M．ギュイヨン 下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 422－101：25．9クビ 132．8�
（仏）

815� サンライズテナンゴ 牡4芦 56
54 △藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 456－141：26．32� 300．2�

35 ショウナンアンカー �4栗 56 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 456－ 21：26．4クビ 248．0�
12 ニジノハヤテ 牡4黒鹿56 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 478＋ 4 〃 クビ 193．2�
612 スイートドーナッツ 牡4黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 474＋ 8 〃 ハナ 40．7�
48 チャームドヴェール 牝4鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 ハナ 78．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，445，700円 複勝： 162，607，900円 枠連： 25，811，800円
馬連： 73，653，700円 馬単： 58，985，100円 ワイド： 39，469，200円
3連複： 103，727，200円 3連単： 213，487，300円 計： 719，187，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，020円 複 勝 � 600円 � 110円 � 180円 枠 連（2－7） 770円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，730円 �� 190円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 53，410円

票 数

単勝票数 計 414457 的中 � 8135（8番人気）
複勝票数 計1626079 的中 � 19718（9番人気）� 1192201（1番人気）� 104426（2番人気）
枠連票数 計 258118 的中 （2－7） 24823（3番人気）
馬連票数 計 736537 的中 �� 25789（7番人気）
馬単票数 計 589851 的中 �� 5810（20番人気）
ワイド票数 計 394692 的中 �� 10323（10番人気）�� 4614（18番人気）�� 69327（1番人気）
3連複票数 計1037272 的中 ��� 24305（9番人気）
3連単票数 計2134873 的中 ��� 2950（141番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．5―12．4―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．8―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．0
3 9（12，15）（14，10）（13，16）（8，7，5，11）4，2，6，3，1 4 9（12，15）10（14，13）（11，16）（8，7）（5，4）（2，6）3，1

勝馬の
紹 介

ピ ン ポ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．8．5 小倉4着

2010．4．4生 牡4鹿 母 ピ ア ニ ス ト 母母 ミツワイーグル 15戦2勝 賞金 22，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 タイムアラウド号・トウカイインパルス号
※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。

01032 1月11日 晴 稍重 （26京都1）第3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）

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

33 ラフィングインメイ 牡5黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B526＋121：52．0 4．2�

44 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿 56
53 ▲岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 492－ 61：52．21� 4．5�

710� エーシンザヘッド 牡4栗 56 C．ルメール�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place
& Partners 480－ 41：52．41� 7．2�

（仏）

812 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿56 福永 祐一有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：52．71� 8．9�
22 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿57 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 458± 01：52．8クビ 5．6	
11 	 エターナルヒーロー 
4黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二岡田 牧雄氏 佐山 優 むかわ 東振牧場 456－151：53．01� 37．8

811 タニノタキシード 牡4黒鹿56 M．ギュイヨン 谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 470－ 41：54．17 5．7�

（仏）

56 サトノシーザー 牡5青 57 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 532＋ 41：54．31� 14．2�
67 スタンドバイミー 牡5鹿 57 松山 弘平石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 472＋14 〃 アタマ 27．3
79 ティマイドリーム 牡4鹿 56 幸 英明田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 B514－ 21：54．4� 96．8�
55 ミッキーエール 牡5栗 57 酒井 学野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 478－ 41：55．35 24．0�
68 モ ン モ ン 牡4鹿 56

53 ▲森 一馬小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 484＋141：56．36 171．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，432，800円 複勝： 49，974，200円 枠連： 16，880，900円
馬連： 66，496，800円 馬単： 37，087，200円 ワイド： 29，669，200円
3連複： 85，626，500円 3連単： 142，531，800円 計： 455，699，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 170円 � 230円 枠 連（3－4） 1，010円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 410円 �� 640円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 11，340円

票 数

単勝票数 計 274328 的中 � 51853（1番人気）
複勝票数 計 499742 的中 � 83492（1番人気）� 82219（2番人気）� 51602（5番人気）
枠連票数 計 168809 的中 （3－4） 12381（4番人気）
馬連票数 計 664968 的中 �� 49632（1番人気）
馬単票数 計 370872 的中 �� 13683（1番人気）
ワイド票数 計 296692 的中 �� 18873（2番人気）�� 11238（7番人気）�� 10917（9番人気）
3連複票数 計 856265 的中 ��� 23957（4番人気）
3連単票数 計1425318 的中 ��� 9283（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．7―49．1―1：01．7―1：14．3―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラフィングインメイ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．9．11 阪神1着

2009．4．25生 牡5黒鹿 母 ラフィンムード 母母 ファビラスラフイン 18戦3勝 賞金 37，040，000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。



01033 1月11日 晴 稍重 （26京都1）第3日 第9競走 ��1，400�
あ ま が せ

天 ケ 瀬 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

815� ツルオカハチマン 牡5鹿 57 岩田 康誠居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 512－121：24．0 16．1�
612 マークスマン 牡4鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532＋201：24．1� 154．9�
12 ナリタハリケーン 牡5鹿 57 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 61：24．31� 3．8�
35 ミッキーヘネシー 牡5栃栗57 菱田 裕二野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 494＋ 4 〃 ハナ 73．4�
36 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 友田牧場 476± 0 〃 ハナ 21．9�
816 スマートレパード 牡4栃栗56 武 豊大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 494± 0 〃 クビ 2．2	
713 サトノアビリティ 牡4栗 56 C．ルメール 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 524＋ 81：24．4クビ 7．8


（仏）

48 ライブリシーラ 牡7栗 57 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 524－ 61：24．61� 565．2�
510 メイショウロフウ 牡4黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 476＋101：24．7� 11．0�
47 ド ン マ ネ ー 牡4黒鹿56 中井 裕二山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 470＋131：24．91	 304．8
59 オビーディエント 牡5黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 458＋ 21：25．0� 28．5�
24 オーシャンパワー 牡6鹿 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 472＋ 61：25．21	 115．3�
611 ヴィンテージイヤー 牡5鹿 57 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B522＋ 6 〃 クビ 10．5�
11 マンドレイク 牡4黒鹿56 松山 弘平�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 490＋ 21：25．4� 95．6�
714 ヒルノクオリア 牡4鹿 56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 464＋ 6 〃 クビ 59．0�
23 ウォーターサムデイ 牡8鹿 57 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 478＋ 21：25．5クビ 93．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，187，800円 複勝： 87，652，700円 枠連： 28，088，000円
馬連： 110，162，600円 馬単： 65，534，900円 ワイド： 49，057，600円
3連複： 147，655，200円 3連単： 248，462，400円 計： 783，801，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 420円 � 3，020円 � 200円 枠 連（6－8） 890円

馬 連 �� 56，190円 馬 単 �� 114，340円

ワ イ ド �� 10，750円 �� 980円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 99，070円 3 連 単 ��� 898，850円

票 数

単勝票数 計 471878 的中 � 23235（6番人気）
複勝票数 計 876527 的中 � 52851（5番人気）� 6064（14番人気）� 151270（2番人気）
枠連票数 計 280880 的中 （6－8） 23465（4番人気）
馬連票数 計1101626 的中 �� 1447（70番人気）
馬単票数 計 655349 的中 �� 423（130番人気）
ワイド票数 計 490576 的中 �� 1095（62番人気）�� 12915（11番人気）�� 1680（48番人気）
3連複票数 計1476552 的中 ��� 1100（146番人気）
3連単票数 計2484624 的中 ��� 204（1060番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．7―46．8―59．2―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ツルオカハチマン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー

2009．4．16生 牡5鹿 母 アジヤタイリン 母母 アジヤフラワー 15戦2勝 賞金 39，298，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカジョンブル号・タガノプリンス号
（非抽選馬）10頭 アドマイヤケルソ号・アルセーヌシチー号・キクノグラード号・シゲルオウシザ号・シゲルケンシン号・

ジャマイカジョー号・ティズトレメンダス号・ベストサーパス号・リアリーサムシング号・リバータイキ号
※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。

01034 1月11日 晴 良 （26京都1）第3日 第10競走 ��1，800�
お う さ か や ま

� 坂 山 特 別
発走15時10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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

711 タガノエンブレム 牡4青鹿56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：46．9 4．2�

46 ダノンフェニックス 牡6黒鹿57 M．ギュイヨン�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋161：47．11� 9．5�
（仏）

69 トーセンギャラリー 牡5鹿 57 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 12．3�
813 レッドジゼル 牝4鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 454＋141：47．2� 45．6�
11 ヒカルアカツキ �7青鹿57 和田 竜二高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 458＋ 4 〃 ハナ 91．4	
58 アダムスピーク 牡5黒鹿57 福永 祐一 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋181：47．3� 4．0�
34 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 古川 吉洋 
サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 6 〃 クビ 40．1�
33 スズカアンペール 牡6鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 478＋ 61：47．4� 8．0
610 アドマイヤギャラン 牝5青鹿55 C．ルメール 近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478－ 81：47．61� 7．4�

（仏）

45 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 55 菱田 裕二セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 462＋ 41：47．7	 99．2�
22 ウインアルザス 牡4鹿 56 中井 裕二�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 506± 01：48．02 7．7�
57 レインフォール 牡5芦 57 松田 大作深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 446＋10 〃 クビ 11．8�
712 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 490－ 41：48．42� 142．6�
814 リフトザウイングス 牡6青鹿57 浜中 俊 
社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 522＋ 41：50．4大差 28．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，492，500円 複勝： 74，104，100円 枠連： 28，904，000円
馬連： 126，003，200円 馬単： 66，097，600円 ワイド： 50，176，100円
3連複： 163，335，900円 3連単： 270，439，400円 計： 826，552，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 280円 � 300円 枠 連（4－7） 2，100円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 650円 �� 870円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 25，550円

票 数

単勝票数 計 474925 的中 � 90953（2番人気）
複勝票数 計 741041 的中 � 137353（1番人気）� 63420（6番人気）� 59298（7番人気）
枠連票数 計 289040 的中 （4－7） 10176（10番人気）
馬連票数 計1260032 的中 �� 47273（5番人気）
馬単票数 計 660976 的中 �� 13186（10番人気）
ワイド票数 計 501761 的中 �� 19599（3番人気）�� 14189（8番人気）�� 13140（12番人気）
3連複票数 計1633359 的中 ��� 23191（12番人気）
3連単票数 計2704394 的中 ��� 7814（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―11．6―12．2―11．9―11．9―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．5―47．1―59．3―1：11．2―1：23．1―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．2 小倉1着

2010．1．21生 牡4青鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 17戦3勝 賞金 49，747，000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。



01035 1月11日 晴 稍重 （26京都1）第3日 第11競走 ��1，400�
や ま と

大和ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬
は超過額1，100万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

36 マルカフリート 牡8鹿 58 四位 洋文河長産業� 中村 均 千歳 社台ファーム 482＋ 41：22．8 4．2�
35 キョウワダッフィー 牡6鹿 56 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 472＋ 21：23．11� 6．9�
816� オセアニアボス 牡9青鹿57 熊沢 重文�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B498＋ 8 〃 アタマ 133．4�
815 セイカプリコーン 牡6鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 498± 01：23．42 34．8�
714 トウショウカズン 牡7鹿 57 和田 竜二トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534＋ 41：23．5クビ 32．4	
59 ジョヴァンニ 牡5栗 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 81：23．6� 22．5

612 ガ ン ジ ス 牡5栗 56 M．ギュイヨン 林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B512＋10 〃 クビ 6．4�

（仏）

611 ハッピーカオル 牡7青 56 高倉 稜芝山 展昌氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 468＋121：23．7クビ 213．6�
48 � サウンドガガ 牝5黒鹿54 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

492＋ 61：23．8� 22．0
24 フリートストリート 牡5芦 57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋171：23．9クビ 6．5�
47 � ファリダット 牡9青鹿57 C．ルメール 前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 484＋ 41：24．11 12．4�
（仏）

23 メイショウマシュウ 牡6黒鹿57 藤岡 佑介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 526＋121：24．2� 8．5�
11 キ ズ マ 牡5鹿 56 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 61：24．3� 7．1�
713 ワ イ ズ リ ー 	6栗 56 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 462± 01：24．4� 88．9�
510 アドバンスウェイ 牡8鹿 57 菱田 裕二西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B496－ 61：24．72 104．4�
12 アルフレード 牡5鹿 56 松岡 正海 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 550＋301：25．12� 21．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，081，000円 複勝： 158，757，100円 枠連： 77，438，300円
馬連： 321，945，900円 馬単： 154，825，600円 ワイド： 126，325，900円
3連複： 467，117，000円 3連単： 782，308，400円 計： 2，171，799，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 200円 � 2，600円 枠 連（3－3） 1，480円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 480円 �� 11，400円 �� 13，100円

3 連 複 ��� 96，650円 3 連 単 ��� 435，410円

票 数

単勝票数 計 830810 的中 � 157898（1番人気）
複勝票数 計1587571 的中 � 297323（1番人気）� 236306（2番人気）� 11207（15番人気）
枠連票数 計 774383 的中 （3－3） 38716（7番人気）
馬連票数 計3219459 的中 �� 164893（2番人気）
馬単票数 計1548256 的中 �� 40627（3番人気）
ワイド票数 計1263259 的中 �� 72050（2番人気）�� 2577（78番人気）�� 2241（83番人気）
3連複票数 計4671170 的中 ��� 3567（200番人気）
3連単票数 計7823084 的中 ��� 1326（958番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―12．0―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―46．9―58．8―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．9
3 ・（1，4，10，14）（2，5，6，11，15）（12，16）（7，9）（3，13，8） 4 1（4，10，14）（2，5，6，15）（9，12，11，16）（7，3）（13，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2008．11．15 京都2着

2006．4．13生 牡8鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 22戦8勝 賞金 162，669，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 ナガラオリオン号
（非抽選馬） 3頭 アーリーデイズ号・エベレストオー号・フィールドシャイン号
※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。

01036 1月11日 晴 良 （26京都1）第3日 第12競走 2，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （芝・右・外）

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
2：10．0
2：10．0

良
良

815 マ デ イ ラ 牡5栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 494－ 42：13．7 11．5�
（仏）

23 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿56 M．ギュイヨン H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋162：13．8� 44．2�

（仏）

714 ジューヴルエール 牡4黒鹿56 浜中 俊有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B472± 0 〃 ハナ 9．3�
24 プロフェッサー 牡5鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 462＋ 22：13．9� 21．1�
510 ダノンシンフォニー 牡4鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 42：14．0クビ 2．3	
713 ステイザコース �4栗 56 池添 謙一有限会社シルク西浦 勝一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 02：14．1� 6．1

612 ライトヴァース 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 4 〃 クビ 9．8�
48 アニマトゥール 牝4黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 452＋ 42：14．2クビ 22．1�
11 シェイクザバーレイ 牡4鹿 56 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 22：14．41� 21．5
36 テーオーレジェンド 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 506± 02：14．5� 13．2�
816 ジ ェ ラ ル ド �5栗 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 14．3�
47 ドリームキャプテン 牡5青鹿57 藤岡 康太セゾンレースホース� 中村 均 むかわ 市川牧場 478＋ 2 〃 ハナ 107．7�
611 ブライテストソード �5栗 57 松岡 正海 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 22：14．6� 129．1�
12 ジ リ オ ン 牡4黒鹿56 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 534＋ 22：14．81� 48．0�
35 サンマルホーム 牡4栗 56

53 ▲岩崎 翼相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 438－102：15．33 105．8�

59 シゲルオオカミザ 牡4栗 56 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 486＋ 42：16．15 310．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，790，300円 複勝： 89，461，000円 枠連： 42，251，600円
馬連： 143，784，400円 馬単： 79，695，200円 ワイド： 65，950，600円
3連複： 190，691，200円 3連単： 345，878，100円 計： 1，013，502，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 440円 � 1，150円 � 320円 枠 連（2－8） 4，200円

馬 連 �� 20，700円 馬 単 �� 34，560円

ワ イ ド �� 5，330円 �� 1，600円 �� 8，970円

3 連 複 ��� 72，100円 3 連 単 ��� 431，180円

票 数

単勝票数 計 557903 的中 � 38538（5番人気）
複勝票数 計 894610 的中 � 54131（7番人気）� 18399（11番人気）� 81943（3番人気）
枠連票数 計 422516 的中 （2－8） 7428（18番人気）
馬連票数 計1437844 的中 �� 5127（54番人気）
馬単票数 計 796952 的中 �� 1702（99番人気）
ワイド票数 計 659506 的中 �� 3018（51番人気）�� 10427（16番人気）�� 1783（73番人気）
3連複票数 計1906912 的中 ��� 1952（177番人気）
3連単票数 計3458781 的中 ��� 592（1013番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．7―12．8―12．5―12．3―12．5―11．8―11．8―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�
12．4―23．7―36．4―49．2―1：01．7―1：14．0―1：26．5―1：38．3―1：50．1―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．4
1
3
6，9（3，14）4（1，11，13）（2，15）（10，12）（5，7）8－16
6（9，15）3，14，4（13，10）12（1，11，8）（2，5）16，7

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

勝馬の
紹 介

マ デ イ ラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．30 京都1着

2009．4．8生 牡5栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ 18戦2勝 賞金 24，018，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ドリームキャプテン号・ブライテストソード号は，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。



（26京都1）第3日 1月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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

200，230，000円
7，200，000円
1，550，000円
18，210，000円
72，796，000円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
483，900，500円
925，671，600円
324，868，100円
1，159，770，400円
672，187，800円
536，074，600円
1，606，126，500円
2，673，936，400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 8，382，535，900円

総入場人員 14，855名 （有料入場人員 13，068名）
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