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01049 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第1競走 1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

23 マミーテイラー 牝3鹿 54
51 ▲森 一馬 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B488－ 21：57．0 12．5�

59 エリーザベスト 牝3黒鹿54 C．ルメール 佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：57．21 1．8�
（仏）

714 トーセンクラウド 牝3栗 54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋ 41：57．51� 8．1�

47 グッドタイムロール 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 81：57．92� 4．3	

611 ツキミチャン 牝3青鹿54 川島 信二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 41：58．22 15．2

713 クイーンズシアター 牝3鹿 54 浜中 俊 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 450－101：58．41� 13．2�
24 メイショウバローダ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 482＋ 81：58．61 273．8�
815 アルプサロン 牝3栗 54 太宰 啓介鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 462－10 〃 クビ 83．7
612 テイエムゴージャス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 492＋ 61：58．92 366．3�
510 サンレイフレンチ 牝3栗 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 416± 0 〃 クビ 35．4�
11 セトノヴィラーゴ 牝3栗 54 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 492－ 41：59．0� 155．8�
48 メイズバースデー 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二吉川 潤氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 460＋ 61：59．31� 95．0�
816 エレメンタリー 牝3黒鹿54 高倉 稜有限会社シルク中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490＋141：59．4� 32．4�
36 レインボーダンス 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼幅田 京子氏 加用 正 浦河 信岡牧場 430－ 61：59．61 264．1�
35 ブロンクスシルバー 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 478－ 61：59．92 172．8�
12 ディアレクラン 牝3鹿 54 藤田 伸二ディアレスト 山内 研二 新ひだか 八田ファーム 442－162：03．7大差 55．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，090，400円 複勝： 66，295，900円 枠連： 14，068，200円
馬連： 48，485，200円 馬単： 37，371，200円 ワイド： 29，890，800円
3連複： 80，391，500円 3連単： 131，524，900円 計： 439，118，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 220円 � 110円 � 190円 枠 連（2－5） 850円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 990円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 15，460円

票 数

単勝票数 計 310904 的中 � 19661（4番人気）
複勝票数 計 662959 的中 � 46235（4番人気）� 336707（1番人気）� 59584（3番人気）
枠連票数 計 140682 的中 （2－5） 12254（4番人気）
馬連票数 計 484852 的中 �� 41962（3番人気）
馬単票数 計 373712 的中 �� 12080（8番人気）
ワイド票数 計 298908 的中 �� 22430（3番人気）�� 6520（13番人気）�� 27535（2番人気）
3連複票数 計 803915 的中 ��� 36283（5番人気）
3連単票数 計1315249 的中 ��� 6282（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．9―51．6―1：05．2―1：18．4―1：31．2―1：43．9

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

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

勝馬の
紹 介

マミーテイラー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2013．7．7 中京10着

2011．4．27生 牝3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアレクラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月13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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アカイツバサ号
※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。

01050 1月13日 晴 良 （26京都1）第5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）

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

68 スペシャルギフト 牡3栗 56 C．ルメール 有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496 ―1：56．3 2．8�
（仏）

33 ゴールドスーク 牡3栗 56 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 516 ―1：56．51� 2．5�
22 マコトグロズヌイ 牡3芦 56 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 526 ―1：56．6クビ 7．9�
811 マトリョーシカ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502 ―1：57．23� 10．3�
55 ト ヨ シ ゲ 牡3鹿 56 秋山真一郎北所 直人氏 野村 彰彦 新ひだか 飛野牧場 470 ―1：57．62� 64．0	
812 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 462 ―1：58．13 41．4

79 ワイレアロマンス 牝3鹿 54 畑端 省吾横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 クビ 106．9�
710 グッドバディー 牡3栗 56 福永 祐一�まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 460 ―1：58．52� 46．0�
67 スイープアロー 牡3栗 56 幸 英明矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 494 ―1：58．6クビ 11．5
44 シ ゲ ル ノ ト 牝3鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 424 ―1：59．45 141．6�
56 コスモローレル 牡3栗 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 赤石 久夫 516 ―2：00．14 59．9�
11 タマモムーンライト 牝3栗 54 国分 恭介タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 478 ―2：02．7大差 13．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，635，100円 複勝： 30，849，300円 枠連： 11，220，200円
馬連： 38，778，400円 馬単： 30，209，700円 ワイド： 20，588，700円
3連複： 54，647，200円 3連単： 104，536，200円 計： 315，464，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（3－6） 250円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 400円 �� 300円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 246351 的中 � 71753（2番人気）
複勝票数 計 308493 的中 � 81034（1番人気）� 80484（2番人気）� 33897（3番人気）
枠連票数 計 112202 的中 （3－6） 33237（1番人気）
馬連票数 計 387784 的中 �� 93446（1番人気）
馬単票数 計 302097 的中 �� 31957（2番人気）
ワイド票数 計 205887 的中 �� 36764（1番人気）�� 10843（5番人気）�� 15863（2番人気）
3連複票数 計 546472 的中 ��� 54528（1番人気）
3連単票数 計1045362 的中 ��� 27431（3番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．6―13．3―12．9―12．8―13．1―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―38．4―51．7―1：04．6―1：17．4―1：30．5―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スペシャルギフト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Souvenir Copy 初出走

2011．4．9生 牡3栗 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモムーンライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月13日まで平地

競走に出走できない。
※コスモローレル号・マトリョーシカ号は，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。

第１回 京都競馬 第５日



01051 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第3競走 1，400�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
1：21．9
1：21．5

重
不良

712 イイデフューチャー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 456＋ 81：26．5 6．0�
35 サクラヴァローレ 牡3鹿 56 藤岡 康太�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 520－ 21：26．92� 5．5�
611 マ ッ セ ナ 牡3鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460－101：27．0� 2．7�
46 ヴォルカヌス 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 438＋181：27．53 27．5�

22 ミ ン デ ィ 牝3芦 54 小牧 太小林 秀樹氏 吉田 直弘 浦河 日優牧場 B442＋ 2 〃 ハナ 19．3	
815 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 472＋ 4 〃 ハナ 8．3

59 ジョウショーキラー 牡3鹿 56 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 452＋301：27．6� 41．2�
34 メイショウシシマル 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 480－ 21：27．81� 51．0�
47 サンセバスチャン 牝3青鹿54 酒井 学�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 460－ 41：28．43� 134．9
23 リヴィアード 牡3鹿 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 81：28．5� 4．6�
713 アイファーデューク 牡3黒鹿56 北村 友一中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 412－ 21：28．71� 181．3�
814 メイショウトッピー 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 近藤牧場 454＋ 4 〃 クビ 36．5�
58 ワンダーエターナル 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか 水丸牧場 452＋ 81：28．9� 39．8�
11 シゲルセッツ 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 浦河 市正牧場 438＋ 21：31．1大差 323．7�
（14頭）

610 ランズデール 牡3栗 56 幸 英明一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，355，400円 複勝： 43，270，800円 枠連： 11，817，100円
馬連： 50，464，600円 馬単： 33，492，100円 ワイド： 26，892，900円
3連複： 69，954，700円 3連単： 116，472，700円 計： 379，720，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 160円 � 120円 枠 連（3－7） 1，410円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 610円 �� 290円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 差引計 273554（返還計 191） 的中 � 36096（4番人気）
複勝票数 差引計 432708（返還計 306） 的中 � 55839（4番人気）� 65088（2番人気）� 127796（1番人気）
枠連票数 差引計 118171（返還計 35） 的中 （3－7） 6212（8番人気）
馬連票数 差引計 504646（返還計 878） 的中 �� 23278（8番人気）
馬単票数 差引計 334921（返還計 456） 的中 �� 7566（14番人気）
ワイド票数 差引計 268929（返還計 521） 的中 �� 9810（8番人気）�� 24279（2番人気）�� 24516（1番人気）
3連複票数 差引計 699547（返還計 2460） 的中 ��� 39729（3番人気）
3連単票数 差引計1164727（返還計 3510） 的中 ��� 8479（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．4―48．0―1：00．8―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イイデフューチャー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2013．11．9 東京3着

2011．4．3生 牡3黒鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔出走取消〕 ランズデール号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※出走取消馬 タカノワールド号（疾病〔感冒〕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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エーティーヤッホー号・スマートエクリプス号・ヒロキセキ号
（非抽選馬） 7頭 アスカノゲルニカ号・ウォーターブギウギ号・エスコルピオン号・サトノミラクル号・ナリタレッカー号・

メモリービビッド号・ワンダーバリデス号

01052 1月13日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26京都1）第5日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40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

711 シュンケイリ 牡4鹿 59 平沢 健治石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 466＋ 23：17．2 58．9�
11 テイエムドンマイ 牡6黒鹿60 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 512＋ 23：17．41� 2．0�
69 ラインレグルス 牡6鹿 60

57 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 510＋ 6 〃 アタマ 3．6�
68 ノッティングボーイ 牡6鹿 60 上野 翔齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 510＋103：18．67 8．5�
57 アンジェロフォーグ 牡5黒鹿60 難波 剛健北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム 482± 03：19．02� 80．9�
813 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 528＋ 8 〃 アタマ 30．7	
33 � ミッキーワールド 牡5青鹿60 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 浦河 櫛桁牧場 496＋ 63：19．42� 17．0

45 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 黒岩 悠小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 488－ 43：19．61� 215．2�
56 スリーマーゴーン 牡4芦 59 白浜 雄造永井商事� 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 456－ 73：19．7� 178．5�
812 キクノレジーナ 牝6青 58 植野 貴也菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 474± 03：20．12� 7．0
710� アマクサハイヤ 牡5青鹿60 草野 太郎奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 516＋ 43：21．59 72．8�
22 � イチザゴールド 牡6黒鹿60 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 カミイスタット 508＋133：29．1大差 145．0�
44 ユニバーサルキング 	4鹿 59 中村 将之有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 492＋ 43：33．6大差 20．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，013，600円 複勝： 27，314，500円 枠連： 13，763，900円
馬連： 35，172，800円 馬単： 32，977，600円 ワイド： 19，411，400円
3連複： 56，759，900円 3連単： 123，165，700円 計： 328，579，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，890円 複 勝 � 820円 � 120円 � 130円 枠 連（1－7） 2，410円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 13，740円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，280円 �� 200円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 85，270円

票 数

単勝票数 計 200136 的中 � 2679（8番人気）
複勝票数 計 273145 的中 � 4731（10番人気）� 80296（1番人気）� 63519（2番人気）
枠連票数 計 137639 的中 （1－7） 4217（7番人気）
馬連票数 計 351728 的中 �� 6653（13番人気）
馬単票数 計 329776 的中 �� 1772（33番人気）
ワイド票数 計 194114 的中 �� 2739（19番人気）�� 1765（25番人気）�� 31945（1番人気）
3連複票数 計 567599 的中 ��� 8293（16番人気）
3連単票数 計1231657 的中 ��� 1066（194番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．0－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→�」
�
�
11－（12，9）（13，6，8）（5，3）7，1＝10，2＝4
11（9，8）（12，3）－1，13（5，6）7＝10＝2＝4

�
�

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

勝馬の
紹 介

シュンケイリ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．9．17 阪神4着

2010．4．6生 牡4鹿 母 シルクアウローラ 母母 ダボナアンビション 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 マルヨフレンドリー号（疾病〔右肩跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アドマイヤバートン号



01053 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第5競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

35 シードオブハピネス 牝3黒鹿54 池添 謙一�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 422－ 21：35．7 4．4�
11 プリンセスアスク 牝3青鹿54 武 豊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 450－ 4 〃 クビ 24．9�
47 アドマイヤウイング 牝3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460± 01：35．8� 4．7�
24 メイショウワッフル 牝3鹿 54 福永 祐一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 472－ 81：35．9� 11．2�
12 ヒデノヒロイン 牝3芦 54 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 424＋ 41：36．11� 24．7�
48 リリコイパイ 牝3鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 438－ 81：36．2� 7．8	
59 プリミティブラブ 牝3鹿 54 M．ギュイヨン �グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 458－ 4 〃 ハナ 21．2�
（仏）

611 クラウンアイリス 牝3栗 54 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 396＋ 4 〃 ハナ 69．9�
23 ミヤセイリュー 牝3鹿 54 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 434± 01：36．3� 64．9
36 マイネマレフィカ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 432－ 21：36．51� 9．1�

713 バトルムーングロウ 牝3栗 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 488－ 81：36．71 14．1�
815 プリンセスミユキ 牝3芦 54 C．ルメール 小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 458＋ 21：36．91� 28．8�

（仏）

510 キュークッキング 牝3黒鹿54 藤岡 康太栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 464＋ 2 〃 クビ 29．6�
816 ゴールデンロッド 牝3栗 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 81：37．0� 24．7�
612 ニホンピロディール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 450± 0 〃 クビ 6．8�
714 スマイルユニバンス 牝3黒鹿54 秋山真一郎亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454＋261：38．17 127．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，601，700円 複勝： 63，180，100円 枠連： 23，723，300円
馬連： 67，402，500円 馬単： 37，915，100円 ワイド： 39，090，000円
3連複： 102，030，100円 3連単： 146，536，600円 計： 512，479，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 560円 � 160円 枠 連（1－3） 1，900円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 9，760円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 480円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 55，180円

票 数

単勝票数 計 326017 的中 � 58873（1番人気）
複勝票数 計 631801 的中 � 96141（2番人気）� 22265（8番人気）� 123915（1番人気）
枠連票数 計 237233 的中 （1－3） 9221（7番人気）
馬連票数 計 674025 的中 �� 8680（21番人気）
馬単票数 計 379151 的中 �� 2867（39番人気）
ワイド票数 計 390900 的中 �� 4249（26番人気）�� 22067（1番人気）�� 4560（22番人気）
3連複票数 計1020301 的中 ��� 8696（24番人気）
3連単票数 計1465366 的中 ��� 1960（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．4―1：00．7―1：12．7―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．0
3 1（9，10）（5，12）（4，13）6（2，16）（3，8）7，11，15，14 4 ・（1，9）（10，12）（5，4，13）（2，6，16）（3，7）8（14，11，15）

勝馬の
紹 介

シードオブハピネス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．15 阪神2着

2011．3．13生 牝3黒鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 2戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非抽選馬） 2頭 キョウワジュネス号・メイショウアズミノ号
※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。

01054 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：09．1
1：08．7

重
重

712 ビートゴーズオン 牝3栗 54 川田 将雅 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 81：12．1 11．7�

814 ドリームカイザー 牡3栗 56 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 494± 01：12．31� 8．1�
815 ゼンノロンゴ 牡3鹿 56 福永 祐一大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 486＋ 61：12．61� 6．2�
47 メイショウカフウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 476－ 41：12．92 19．6�
23 ア ヴ ァ ー ル 牝3栗 54 小牧 太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 438－ 21：13．0� 48．4	
59 ナムラアッパー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 412± 01：13．31� 32．7

22 メイショウワコン 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 488－ 8 〃 ハナ 1．8�
713	 コパノサムタイム 牡3鹿 56 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 436± 01：13．51� 96．3�
11 ディアゴッホ 牡3栗 56 藤岡 佑介ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 504＋ 4 〃 アタマ 12．6
610 プ ロ ス パ ー 牡3黒鹿56 藤田 伸二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ B474＋ 21：14．45 13．2�
46 	 チョウエンペラー 牡3栗 56 太宰 啓介丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 454＋ 81：14．5クビ 192．9�
611 ロードメビウス 牡3鹿 56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 476－ 2 〃 同着 44．0�
58 カシノボルト 牡3鹿 56 北村 友一柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 504－ 41：14．71 81．0�
35 クリノプリムラ 牝3栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 434＋ 21：15．44 362．2�
34 タマモエスカルゴ 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 460＋101：15．72 61．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，126，200円 複勝： 66，547，100円 枠連： 21，275，800円
馬連： 63，093，800円 馬単： 49，996，800円 ワイド： 36，951，900円
3連複： 91，322，100円 3連単： 174，407，200円 計： 539，720，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 330円 � 270円 � 200円 枠 連（7－8） 1，840円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 14，200円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 960円 �� 510円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 59，570円

票 数

単勝票数 計 361262 的中 � 24464（4番人気）
複勝票数 計 665471 的中 � 47945（4番人気）� 65388（3番人気）� 100505（2番人気）
枠連票数 計 212758 的中 （7－8） 8577（7番人気）
馬連票数 計 630938 的中 �� 8643（19番人気）
馬単票数 計 499968 的中 �� 2599（38番人気）
ワイド票数 計 369519 的中 �� 6003（16番人気）�� 9367（8番人気）�� 19094（5番人気）
3連複票数 計 913221 的中 ��� 8980（25番人気）
3連単票数 計1744072 的中 ��� 2161（165番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．9―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビートゴーズオン �
�
父 Curlin �

�
母父 Fairy King デビュー 2013．11．23 京都3着

2011．3．19生 牝3栗 母 タ ド ウ ィ ガ 母母 Euromill 3戦2勝 賞金 13，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※ビートゴーズオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01055 1月13日 晴 良 （26京都1）第5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

816 ハ ヤ ブ サ 牡5鹿 57 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 474＋ 41：24．6 7．2�
713� サトノユニコーン 牡4鹿 56 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B472＋ 61：24．81� 8．5�
612 ワンダーゴヴェルノ 牡6栗 57

54 ▲岩崎 翼山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 444＋ 11：25．12 123．0�
11 � ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 福永 祐一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 460－ 21：25．3� 9．8�
714 トランザムスター 牡4鹿 56 M．ギュイヨン �キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B562＋141：25．62 6．1	
（仏）

12 サンクフルネス 牡5青 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 466＋161：26．13 16．1

59 セフティオリビエト 牡5栗 57 国分 優作池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 504－ 41：26．52� 42．9�
510 ドンクーガー 牡4青鹿56 岩田 康誠山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B478－ 6 〃 クビ 16．6�
24 トーブプリンセス 牝5鹿 55 	島 良太武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 474－ 4 〃 アタマ 392．4
815� バンブーバッジョ 牡4栗 56 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 568＋ 91：26．6クビ 27．4�
23 メイショウユキチ 牡4鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 474－161：27．02� 7．6�
35 � レッドグラサージュ 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二 �東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B484－ 61：27．42� 29．8�
36 
� スピアナート 牝5鹿 55 川田 将雅有限会社シルク	島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 474＋ 41：27．5クビ 8．1�
48 ニシノプレゼンス 牡5黒鹿57 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 510＋ 21：27．92� 174．4�
47 タマモマナムスメ 牝4黒鹿54 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B450＋ 81：28．21� 30．1�
611 ナリタロック 牡4栗 56 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 492－ 41：29．26 4．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，479，000円 複勝： 51，282，700円 枠連： 23，528，400円
馬連： 69，807，700円 馬単： 36，936，400円 ワイド： 35，471，600円
3連複： 98，187，000円 3連単： 145，468，100円 計： 490，160，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 280円 � 2，630円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 980円 �� 9，030円 �� 13，480円

3 連 複 ��� 96，880円 3 連 単 ��� 390，390円

票 数

単勝票数 計 294790 的中 � 32461（3番人気）
複勝票数 計 512827 的中 � 66690（2番人気）� 52164（4番人気）� 4100（14番人気）
枠連票数 計 235284 的中 （7－8） 21676（2番人気）
馬連票数 計 698077 的中 �� 20105（9番人気）
馬単票数 計 369364 的中 �� 5537（13番人気）
ワイド票数 計 354716 的中 �� 9406（9番人気）�� 945（77番人気）�� 631（84番人気）
3連複票数 計 981870 的中 ��� 748（244番人気）
3連単票数 計1454681 的中 ��� 275（1173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．2―46．4―59．1―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ブ サ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エアダブリン デビュー 2011．9．11 札幌6着

2009．3．1生 牡5鹿 母 フ ジ リ ュ ー 母母 サリーキーストン 16戦3勝 賞金 29，400，000円
〔発走状況〕 メイショウユキチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 メイショウユキチ号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゼンノコリオリ号
（非抽選馬） 3頭 ジョーラプター号・スズカアルファ号・ストリートハンター号
※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。

01056 1月13日 晴 良 （26京都1）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

712 メイショウアキシノ 牝5鹿 55
52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 450± 01：12．1 10．6�

610 エイシンパラダイス 牝4栗 54 藤田 伸二平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 464＋101：12．52� 32．9�
814 ニシノモンクス 牝4鹿 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム B446＋ 2 〃 クビ 5．9�
34 ファインスカイ 牝4鹿 54 小牧 太 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 470± 01：12．82 3．6�
813 ピサノベッテル 牝5黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 450± 01：12．9� 12．7�
69 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464＋261：13．32� 11．4	
58 サ チ ヒ メ 牝4青鹿54 幸 英明林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 438－ 21：13．5� 85．1

57 レ デ ィ ー 牝4鹿 54 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 428＋ 41：14．13� 3．7�
711� キシュウレパード 牝4黒鹿54 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 428－17 〃 ハナ 129．9�
22 � マルモグリフィス 牝5鹿 55

53 △藤懸 貴志まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 462＋ 21：14．41� 172．1
11 ビーマイラブ 牝4鹿 54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 21：14．71� 6．8�
33 ハルシュタット 牝5鹿 55 酒井 学 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム 470－ 81：15．01� 29．2�
45 � マコトクオバディス 牝4鹿 54 北村 友一�ディアマント 北出 成人 日高 シンボリ牧場 486± 01：16．06 59．8�
46 サマニトップレディ 牝4鹿 54 池添 謙一�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 440＋ 21：16．21� 38．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，594，800円 複勝： 45，869，100円 枠連： 20，406，800円
馬連： 68，225，500円 馬単： 39，556，000円 ワイド： 29，776，900円
3連複： 88，278，500円 3連単： 146，770，600円 計： 466，478，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 260円 � 810円 � 220円 枠 連（6－7） 4，420円

馬 連 �� 12，110円 馬 単 �� 18，610円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 900円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 22，070円 3 連 単 ��� 160，000円

票 数

単勝票数 計 275948 的中 � 20635（5番人気）
複勝票数 計 458691 的中 � 48239（5番人気）� 12279（10番人気）� 64450（3番人気）
枠連票数 計 204068 的中 （6－7） 3412（16番人気）
馬連票数 計 682255 的中 �� 4159（35番人気）
馬単票数 計 395560 的中 �� 1569（59番人気）
ワイド票数 計 297769 的中 �� 2117（35番人気）�� 8556（12番人気）�� 2026（36番人気）
3連複票数 計 882785 的中 ��� 2953（71番人気）
3連単票数 計1467706 的中 ��� 677（451番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―47．4―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアキシノ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2011．11．27 小倉1着

2009．4．19生 牝5鹿 母 アンティックタイル 母母 Antique Auction 17戦2勝 賞金 21，770，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サマニトップレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月13日まで平地

競走に出走できない。



01057 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第9競走 ��1，800�
ま い づ る

舞 鶴 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 740，000
740，000

円
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

1：47．8
1：47．8

重
重

47 ワンダーアシャード 牡5栗 57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 534＋ 61：53．1 7．4�
59 スプリングシーズン 牡6鹿 57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋161：53．2� 10．6�
48 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 462＋ 41：53．3� 46．8�
816 サンライズスマート 牡5鹿 57 松田 大作松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 474－ 2 〃 クビ 71．4�
24 グッドマイスター 牡5鹿 57 C．ルメール 久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 494＋161：53．4� 4．8�

（仏）

611 ブルータンザナイト 牡5青鹿57 熊沢 重文桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 558＋ 6 〃 同着 14．9�
714 ヒラボクプリンス 牡4鹿 56 浜中 俊	平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 490＋ 21：53．61 3．2

612 クラージュドール 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：53．7� 6．1�
510 ウエスタンオウジ 牡4鹿 56 M．ギュイヨン 西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 482＋ 61：53．91� 9．3

（仏）

23 アーバンレジェンド 牝4栗 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 ハナ 13．8�
713	 シルクプラズマ 牡6黒鹿57 酒井 学有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 472＋ 21：54．32� 97．9�
12 カノヤプレジデント 
4鹿 56 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 478± 01：54．51� 108．5�
36 	 パ ン タ レ イ 牡5芦 57 菱田 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 528－ 61：54．6クビ 53．5�
815 シルクエステート 牡8青 57 秋山真一郎有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 472＋121：54．81� 117．4�
11 トップオブカハラ 牡7芦 57 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 498＋ 41：55．11� 185．7�
35 サンマルボス 牡7鹿 57 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 496± 01：55．2� 345．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，353，400円 複勝： 78，841，500円 枠連： 28，934，500円
馬連： 109，185，000円 馬単： 58，508，500円 ワイド： 49，773，200円
3連複： 154，049，500円 3連単： 247，147，500円 計： 768，793，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 370円 � 680円 枠 連（4－5） 1，690円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 2，780円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 32，460円 3 連 単 ��� 161，420円

票 数

単勝票数 計 423534 的中 � 45671（4番人気）
複勝票数 計 788415 的中 � 86204（4番人気）� 56138（6番人気）� 27357（9番人気）
枠連票数 計 289345 的中 （4－5） 12660（10番人気）
馬連票数 計1091850 的中 �� 26009（13番人気）
馬単票数 計 585085 的中 �� 8591（20番人気）
ワイド票数 計 497732 的中 �� 11538（13番人気）�� 4359（29番人気）�� 2759（38番人気）
3連複票数 計1540495 的中 ��� 3503（84番人気）
3連単票数 計2471475 的中 ��� 1130（437番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．8―50．6―1：03．4―1：16．2―1：28．8―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアシャード �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 Chimes Band デビュー 2011．11．13 京都2着

2009．4．9生 牡5栗 母 ハッピーデキシー 母母 Ride Sally 13戦4勝 賞金 50，478，000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 エクセルフラッグ号・セルリアンサーロス号
※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。

01058 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第10競走 ��2，000�
ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

47 アクションスター 牡4栗 56 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 82：00．2 25．6�

59 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 434＋ 4 〃 クビ 31．6�
23 マーティンボロ 牡5青鹿57 川田 将雅吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 62：00．41� 9．8�
11 オールアズワン 牡6黒鹿57 国分 恭介宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 498＋ 4 〃 ハナ 243．2�
510 リメインサイレント 牝4鹿 54 C．ルメール �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 482－ 42：00．5クビ 6．3�

（仏）

713 フロアクラフト 牝4黒鹿54 M．ギュイヨン �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 508＋ 82：00．6� 10．5	
（仏）

816 ロードエアフォース 牡6鹿 57 福永 祐一 
ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 502－ 4 〃 クビ 74．3�
612 ダイシンブラック 牡5鹿 57 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 496＋ 22：00．7クビ 45．7�
36 ヤマイチパートナー 牡4栗 56 武 豊坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 492＋ 8 〃 ハナ 50．8
48 タガノイノセンス 牝7青 55 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 518± 0 〃 アタマ 104．8�
611 リヤンドファミユ 牡4鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 22：00．8� 2．9�
12 ザサンデーフサイチ 牡10黒鹿57 幸 英明林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム 518± 02：00．9� 304．4�
24 ヘミングウェイ 牡4黒鹿56 浜中 俊 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 480－ 62：01．1� 3．4�
815 ミルドリーム 牡5青鹿57 藤岡 康太平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454＋ 62：01．2� 20．4�
35 ナリタパイレーツ 牡4鹿 56 小牧 太
オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 444＋ 42：01．52 25．5�
714 エーシングングン 牡5栗 57 藤岡 佑介
栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 476＋ 82：03．09 32．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，735，700円 複勝： 109，520，500円 枠連： 38，747，200円
馬連： 168，911，300円 馬単： 86，910，900円 ワイド： 76，148，600円
3連複： 234，689，900円 3連単： 397，456，500円 計： 1，179，120，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 630円 � 660円 � 300円 枠 連（4－5） 5，130円

馬 連 �� 27，300円 馬 単 �� 49，840円

ワ イ ド �� 6，360円 �� 2，690円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 64，850円 3 連 単 ��� 497，160円

票 数

単勝票数 計 667357 的中 � 20581（8番人気）
複勝票数 計1095205 的中 � 43882（7番人気）� 41516（8番人気）� 107130（4番人気）
枠連票数 計 387472 的中 （4－5） 5576（17番人気）
馬連票数 計1689113 的中 �� 4567（62番人気）
馬単票数 計 869109 的中 �� 1287（112番人気）
ワイド票数 計 761486 的中 �� 2913（56番人気）�� 7019（28番人気）�� 7927（26番人気）
3連複票数 計2346899 的中 ��� 2671（160番人気）
3連単票数 計3974565 的中 ��� 590（1031番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．3―12．5―12．1―12．2―11．5―11．2―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―37．4―49．9―1：02．0―1：14．2―1：25．7―1：36．9―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．5
1
3
12，16，9，8，1（7，13）（3，10）（2，4，11）6（5，15）14・（12，16）（9，8）（1，13）（7，10，15）3（2，11）4（5，6）14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アクションスター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2012．11．11 京都2着

2010．4．21生 牡4栗 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 11戦2勝 賞金 53，799，000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 サフランディライト号・トウカイオーロラ号
※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



01059 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第11競走 ��1，200�
よどたんきょり

淀短距離ステークス
発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：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，�：4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：06．9
1：06．5

良
良

23 レディオブオペラ 牝4黒鹿53 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 492＋ 21：07．4 1．7�

11 エピセアローム 牝5栃栗55 武 豊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484± 01：07．71� 3．8�
12 ローガンサファイア 牝4鹿 52 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：08．12� 27．9�
611 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 56 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 472＋ 2 〃 クビ 19．6�
510 ストークアンドレイ 牝4芦 52 北村 友一本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 476＋ 41：08．41� 74．7�
48 ブルーデジャブ 	7芦 56 幸 英明 	ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 520＋ 6 〃 ハナ 9．4

815 サドンストーム 牡5栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 4 〃 ハナ 37．8�
35 メイショウデイム 牝7黒鹿54 福永 祐一松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 472＋ 2 〃 ハナ 35．1�
36 クィーンズバーン 牝6黒鹿53 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－ 21：08．5クビ 50．6
713 ビウイッチアス 牝5黒鹿53 岩田 康誠井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 452－ 8 〃 アタマ 50．7�
612 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 54 菱田 裕二高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 486± 0 〃 ハナ 40．9�
816 メモリアルイヤー 牝6栗 54 小牧 太西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 B486＋ 2 〃 ハナ 81．0�
24 ビラゴーティアラ 牝7鹿 54 松田 大作三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 424－ 81：08．6� 387．2�
47 シュプリームギフト 牝6青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 ハナ 21．2�
714 ティアップゴールド 牡8鹿 56 太宰 啓介田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 482＋ 4 〃 アタマ 78．1�
59 ボストンエンペラー 牡6黒鹿56 和田 竜二ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474＋101：09．23� 185．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，099，000円 複勝： 158，346，300円 枠連： 76，549，700円 馬連： 323，433，700円 馬単： 199，688，900円
ワイド： 124，042，900円 3連複： 465，355，000円 3連単： 1，039，232，800円 5重勝： 551，743，100円 計： 3，053，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 400円 枠 連（1－2） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 810円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 3，560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����� 3，084，750円

票 数

単勝票数 計1150990 的中 � 539134（1番人気）
複勝票数 計1583463 的中 � 591178（1番人気）� 301926（2番人気）� 56110（7番人気）
枠連票数 計 765497 的中 （1－2） 200455（1番人気）
馬連票数 計3234337 的中 �� 796573（1番人気）
馬単票数 計1996889 的中 �� 325213（1番人気）
ワイド票数 計1240429 的中 �� 244747（1番人気）�� 31766（8番人気）�� 24765（11番人気）
3連複票数 計4653550 的中 ��� 214182（3番人気）
3連単票数 計10392328 的中 ��� 215505（4番人気）
5重勝票数 計5517431 的中 ����� 132

ハロンタイム 12．1―10．8―10．9―11．0―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．8―44．8―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．5―3F33．6
3 3（6，8）（1，9）（5，16）7（2，13，14）（4，15）11，12，10 4 3（6，8）（1，9）（5，16）（2，7，13）14（4，15）11，12，10

勝馬の
紹 介

レディオブオペラ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．8．18 函館3着

2010．1．28生 牝4黒鹿 母 レディミドルトン 母母 Danuta 7戦5勝 賞金 64，844，000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。
（非抽選馬） 6頭 シセイオウジ号・ダノンプログラマー号・ティーハーフ号・マコトナワラタナ号・モグモグパクパク号・

レジェトウショウ号

01060 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第12競走 ��1，800�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
1：44．7
1：44．1

良
良

36 ヴァーティカルサン 牡4青鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 568＋321：49．2 57．6�

12 マイネルアルティマ 牡5芦 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 474－ 21：49．3� 13．5�

24 アドマイヤライン 牡4青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 446＋12 〃 アタマ 13．5�
48 � エーシンエポナ 牝4鹿 54 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

482＋ 21：49．51� 6．7�
713 レコンダイト 牡4黒鹿56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 アタマ 6．7	
714 テイコフトウショウ 牝4栗 54 酒井 学トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 4 〃 ハナ 27．2

611 リスヴェリアート 牡4鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 442＋ 21：49．6クビ 3．6�

（仏）

23 ウインクルキラリ 牝4栗 54 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 466－ 81：49．7� 36．9�
816 デインツリー 牡4青鹿56 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 514＋24 〃 アタマ 11．0
11 ヴ ェ ル ー テ 牝5鹿 55

53 △藤懸 貴志名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 424＋14 〃 アタマ 209．5�
612 クリアモーメント 牡4鹿 56 武 豊 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：49．8クビ 27．5�
35 ワタシマッテルワ 牝5鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 438－ 41：49．9	 40．3�
59 ローザズカレッジ 牡4黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 ハナ 18．4�
815 テイエムレンジャー 牡4鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 504＋ 81：50．11� 11．2�
510 レッドカチューシャ 牝4青鹿54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466± 01：50．2	 6．8�
47 エイティグローリー 牝4栗 54 藤岡 佑介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 424－ 21：50．3クビ 168．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，063，800円 複勝： 103，829，700円 枠連： 47，579，900円
馬連： 175，752，700円 馬単： 89，159，600円 ワイド： 80，370，500円
3連複： 252，409，800円 3連単： 438，916，300円 計： 1，255，082，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，760円 複 勝 � 1，140円 � 370円 � 450円 枠 連（1－3） 8，540円

馬 連 �� 27，390円 馬 単 �� 59，440円

ワ イ ド �� 6，020円 �� 6，770円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 70，010円 3 連 単 ��� 479，180円

票 数

単勝票数 計 670638 的中 � 9180（14番人気）
複勝票数 計1038297 的中 � 21937（14番人気）� 79303（5番人気）� 62446（8番人気）
枠連票数 計 475799 的中 （1－3） 4114（32番人気）
馬連票数 計1757527 的中 �� 4737（72番人気）
馬単票数 計 891596 的中 �� 1107（148番人気）
ワイド票数 計 803705 的中 �� 3252（68番人気）�� 2888（72番人気）�� 11512（21番人気）
3連複票数 計2524098 的中 ��� 2661（210番人気）
3連単票数 計4389163 的中 ��� 676（1303番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．7―12．6―13．2―12．6―11．9―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．1―48．7―1：01．9―1：14．5―1：26．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．7
3 6，14（2，12）7（4，11，8）（9，10）1（3，13）（5，16）15 4 6，14（2，12）（7，8）（4，11，13，15）10，9（1，3，16）5

勝馬の
紹 介

ヴァーティカルサン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2012．9．16 阪神4着

2010．2．20生 牡4青鹿 母 ヴ ァ レ ラ 母母 Val d’Etoile 4戦2勝 賞金 13，600，000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 ウエスタンディオ号・ドリームキャプテン号
※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。

５レース目



（26京都1）第5日 1月13日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

212，090，000円
2，080，000円
5，740，000円
1，570，000円
19，240，000円
70，108，500円
5，436，600円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
520，148，100円
845，147，500円
331，615，000円
1，218，713，200円
732，722，800円
568，409，400円
1，748，075，200円
3，211，635，100円
551，743，100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 9，728，209，400円

総入場人員 20，186名 （有料入場人員 18，075名）
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