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01097 1月26日 曇 良 （26京都1）第9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

47 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 442－ 41：55．1 10．7�
11 フォローハート 牝3黒鹿54 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 474－ 81：55．41� 6．3�
12 クイーンズシアター 牝3鹿 54 川田 将雅 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 448－ 21：55．82� 10．6�
713 エリーザベスト 牝3黒鹿54 藤岡 佑介佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 508± 01：55．9� 1．6�
24 アカイツバサ 牝3栗 54 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 日高 原田牧場 460－ 2 〃 ハナ 28．2�
59 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 藤岡 康太塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 458－ 41：56．43 76．2	
35 エヴォリューション 牝3鹿 54 �島 良太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470－ 41：56．72 40．2

36 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 444－ 6 〃 クビ 19．0�
611 メイショウクローバ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 498－121：58．5大差 119．4
23 キ ン メ ダ ル 牝3鹿 54 北村 友一 �ミキハウスHKサービス 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 466－ 61：58．82 30．2�
510 スプリングカンナ 牝3黒鹿54 国分 恭介加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 470± 01：59．54 328．3�
48 ララサンタフェーズ 牝3栗 54 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 450＋ 62：00．03 224．6�
815 メイショウバローダ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 478－ 42：00．31� 176．6�
714 ウォーターテランガ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 450＋ 22：01．68 17．3�
612 フェアリーミラクル 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 432＋102：01．92 139．1�
816 エレメンタリー 牝3黒鹿54 和田 竜二有限会社シルク中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490± 02：39．3大差 51．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，240，900円 複勝： 95，406，700円 枠連： 13，302，700円
馬連： 44，463，200円 馬単： 34，938，700円 ワイド： 26，106，500円
3連複： 65，183，700円 3連単： 115，296，400円 計： 420，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 610円 � 440円 � 590円 枠 連（1－4） 1，770円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，300円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 40，140円

票 数

単勝票数 計 262409 的中 � 19451（4番人気）
複勝票数 計 954067 的中 � 40343（4番人気）� 59315（2番人気）� 42425（3番人気）
枠連票数 計 133027 的中 （1－4） 5547（6番人気）
馬連票数 計 444632 的中 �� 11217（9番人気）
馬単票数 計 349387 的中 �� 3795（20番人気）
ワイド票数 計 261065 的中 �� 6803（8番人気）�� 4856（12番人気）�� 7946（7番人気）
3連複票数 計 651837 的中 ��� 6543（24番人気）
3連単票数 計1152964 的中 ��� 2120（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．7―50．1―1：03．2―1：16．0―1：29．0―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

スズカシルバー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．1．11 京都7着

2011．4．2生 牝3芦 母 スズカプラチナ 母母 ミンデンローズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 エレメンタリー号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウバローダ号・ウォーターテランガ号・フェアリーミラクル号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成26年2月26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。
（非抽選馬） 2頭 キラキラトーア号・クイズリングテラス号

01098 1月26日 曇 良 （26京都1）第9日 第2競走 1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

815 テーオーソルジャー 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 458－ 41：13．2 3．8�
611 アサカファルコン 牡3鹿 56 藤田 伸二�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 486－ 21：13．51� 7．1�
59 ラ イ ロ ア 牡3青鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446－ 61：13．6� 8．5�
816 タガノエークラス 牡3栗 56 小牧 太八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484± 0 〃 ハナ 11．8�
48 ヒカリセット 牡3青鹿 56

53 ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 462＋121：13．7クビ 3．4	
510 ジューンブライトン 牡3鹿 56 荻野 琢真吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 464± 01：14．02 47．3

714 シゲルビッチュウ �3青鹿56 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 428－ 41：14．1� 5．6�
36 エイユービリオネア 牡3栗 56 藤岡 佑介笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444± 01：14．31� 27．6�
12 ト ッ ト コ 牡3黒鹿56 武 幸四郎中辻 明氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 410－ 41：15．15 27．6
713 シアトルサンライト 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二 �グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 412－101：15．2クビ 339．8�
23 ナチュラライズ 牝3鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 396－ 41：15．41� 137．1�
47 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 480＋181：15．82� 210．8�
612 ミラノモーダ 牡3栗 56 丹内 祐次�ターフ・スポート崎山 博樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋241：16．54 158．4�
35 カシノステイタス 牡3栗 56 小林 徹弥柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 442± 01：16．71� 593．8�
24 ワードイズボンド 牡3青 56 �島 良太宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 542＋ 8 〃 アタマ 18．6�
11 ティエスアーク 牝3芦 54 秋山真一郎田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 430－ 41：17．23 139．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，885，900円 複勝： 42，089，700円 枠連： 12，656，100円
馬連： 44，037，200円 馬単： 27，499，100円 ワイド： 25，023，900円
3連複： 67，702，100円 3連単： 94，003，200円 計： 336，897，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 240円 � 270円 枠 連（6－8） 1，020円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 670円 �� 790円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 31，890円

票 数

単勝票数 計 238859 的中 � 49972（2番人気）
複勝票数 計 420897 的中 � 81095（2番人気）� 42759（4番人気）� 37839（5番人気）
枠連票数 計 126561 的中 （6－8） 9168（4番人気）
馬連票数 計 440372 的中 �� 17765（6番人気）
馬単票数 計 274991 的中 �� 5903（10番人気）
ワイド票数 計 250239 的中 �� 9554（5番人気）�� 7869（10番人気）�� 3816（19番人気）
3連複票数 計 677021 的中 ��� 7928（21番人気）
3連単票数 計 940032 的中 ��� 2176（91番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―12．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．8―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーソルジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．12．21 阪神5着

2011．3．28生 牡3栗 母 ウェディングベリー 母母 ア ル ガ リ ー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スイープアロー号・スターリーオレンジ号・セイスナッピー号

第１回 京都競馬 第９日



01099 1月26日 曇 良 （26京都1）第9日 第3競走 1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

713 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± 01：55．1 3．5�
48 モ ズ ス タ ー 牡3鹿 56 国分 優作北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 宮内牧場 466－ 41：55．2� 46．8�
35 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 490± 01：55．83� 1．9�
12 ロワサーブル 牡3栗 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：56．01� 5．9�
714 アダムズアップル 牡3鹿 56 小牧 太吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 526－ 41：56．42� 9．5	
816 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 470＋ 21：56．5� 315．6

510 ビクターミノル 牡3鹿 56 北村 友一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 81：57．13� 31．2�
611 メジャーホープ 牡3栗 56 丹内 祐次阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 490＋ 21：57．3� 39．1�
612 スリーケーザル 牡3栗 56 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 484＋ 2 〃 ハナ 108．7
11 ヘッドクオーター 牡3鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 8 〃 アタマ 350．2�
36 ウォーターバンクス 牡3黒鹿56 上村 洋行山岡 正人氏 田所 秀孝 白老 習志野牧場 444± 01：57．72� 558．5�
59 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 476＋ 61：57．8クビ 30．6�
47 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 452－ 41：58．43� 462．5�
815 ヤマニンピエジェ 牡3鹿 56 和田 竜二土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 532± 01：58．61� 38．2�
23 キングデジタル 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二伊藤 正男氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 476± 01：59．87 103．1�
24 カシノピカロ 牡3栗 56 小林 徹弥柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 B474－ 42：04．4大差 687．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，991，300円 複勝： 54，272，500円 枠連： 16，761，100円
馬連： 47，607，200円 馬単： 40，367，800円 ワイド： 26，704，400円
3連複： 67，465，400円 3連単： 135，540，100円 計： 416，709，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 560円 � 110円 枠 連（4－7） 5，140円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 150円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 30，550円

票 数

単勝票数 計 279913 的中 � 63497（2番人気）
複勝票数 計 542725 的中 � 115435（2番人気）� 10538（9番人気）� 247878（1番人気）
枠連票数 計 167611 的中 （4－7） 2410（13番人気）
馬連票数 計 476072 的中 �� 5416（18番人気）
馬単票数 計 403678 的中 �� 2557（29番人気）
ワイド票数 計 267044 的中 �� 4217（16番人気）�� 66889（1番人気）�� 5892（11番人気）
3連複票数 計 674654 的中 ��� 19373（8番人気）
3連単票数 計1355401 的中 ��� 3275（78番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．3―13．2―12．7―12．6―12．9―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．2―50．4―1：03．1―1：15．7―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
8，13，14，11（5，15）（6，16）（2，10）－（4，3，12）－7，9－1
8（13，14）16（5，11）－（6，2，15，10）－（9，12）1，7－（4，3）

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

勝馬の
紹 介

マコトグロズヌイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．13 京都3着

2011．1．20生 牡3芦 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 ロワサーブル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マコトグロズヌイ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースでの御法（騎乗ぶり）について平成26年2月1日から平成26年2月

2日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノピカロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月26日まで平地競走

に出走できない。

01100 1月26日 曇 良 （26京都1）第9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）

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

44 オメガヴェンデッタ 牡3鹿 56 川田 将雅原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 508＋ 21：25．6 1．2�
66 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 小牧 太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 466－ 21：25．81� 15．1�
77 ケンブリッジギルド 牡3栗 56 藤岡 康太中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464＋ 41：25．9� 26．8�
88 � 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± 01：26．32� 14．1�
89 � チョウエンペラー 牡3栗 56 藤田 伸二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 450－ 4 〃 クビ 67．8�
22 ダンツキャッチ 牡3鹿 56 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 498－ 41：26．93� 17．9	
55 バカニシナイデヨ 牝3栗 54

51 ▲森 一馬小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 432－ 61：27．0� 33．2

11 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± 01：27．31� 219．8�
33 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 452－ 41：27．4クビ 6．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，217，200円 複勝： 109，454，300円 枠連： 10，228，500円
馬連： 35，621，200円 馬単： 41，878，400円 ワイド： 23，386，700円
3連複： 57，494，500円 3連単： 192，483，600円 計： 503，764，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 310円 � 380円 枠 連（4－6） 870円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 410円 �� 420円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 332172 的中 � 220334（1番人気）
複勝票数 計1094543 的中 � 783541（1番人気）� 34651（5番人気）� 26626（6番人気）
枠連票数 計 102285 的中 （4－6） 8735（4番人気）
馬連票数 計 356212 的中 �� 32566（4番人気）
馬単票数 計 418784 的中 �� 31259（3番人気）
ワイド票数 計 233867 的中 �� 15171（4番人気）�� 14361（5番人気）�� 2352（18番人気）
3連複票数 計 574945 的中 ��� 10642（11番人気）
3連単票数 計1924836 的中 ��� 18399（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．3―36．1―48．3―1：00．7―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．3
3 ・（4，9）7，8（3，5）6（1，2） 4 ・（4，9）7（3，5，8）6（1，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オメガヴェンデッタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．11．9 京都4着

2011．1．27生 牡3鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド 4戦2勝 賞金 18，145，000円
〔騎手変更〕 バカニシナイデヨ号の騎手藤岡佑介は，検査のため森一馬に変更。
〔その他〕 バカニシナイデヨ号は，本会所定の服色を使用。



01101 1月26日 曇 良 （26京都1）第9日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30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

35 ヤマノフェアリー 牝3鹿 54 藤田 伸二山住 勲氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462－ 61：35．0 1．3�
48 シンゼンタイガ 牡3栗 56 �島 良太原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 490＋ 41：35．31� 129．0�
12 レッドラヴィータ 牝3栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 クビ 7．3�
611� ウィズアミッション 牝3鹿 54 秋山真一郎吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 418－ 21：35．4� 11．1�
23 ヤマニンエルフィン 牝3鹿 54 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 454± 01：35．5� 16．8�
59 デンコウガイア 牝3鹿 54 藤岡 康太田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 448＋ 21：35．81� 372．1	
510 サンレイロッキー 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460－ 21：36．01	 618．4

816 リングランドムーン 牡3鹿 56 北村 友一蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 488± 0 〃 クビ 12．8�
36 クインズラッシュ 牝3芦 54 小林 徹弥 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 436－101：36．42� 44．3�
714 アンダルシアシチー 牡3黒鹿56 川島 信二 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 千代田牧場 470－ 6 〃 アタマ 344．9
24 ナッハフォルガー 牡3青鹿56 国分 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 458－ 21：36．5クビ 304．2�
47 ミサキジュエル 牝3鹿 54 小牧 太永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 432－ 61：36．71	 62．8�
11 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 452－ 41：36．8� 49．2�
713 エイシンボン 牝3鹿 54 国分 優作�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 440－ 81：37．11� 84．7�
612 サンライズアルプス 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 436± 01：37．2� 164．3�
815� マイネルアルテロ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛
Mrs T. Stack
and Mrs Jane
Rowlinson

464－ 4 〃 アタマ 335．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，176，100円 複勝： 129，221，400円 枠連： 16，131，600円
馬連： 52，399，800円 馬単： 48，107，700円 ワイド： 30，673，300円
3連複： 81，535，600円 3連単： 183，304，800円 計： 581，550，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 1，290円 � 190円 枠 連（3－4） 1，500円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 230円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 32，800円

票 数

単勝票数 計 401761 的中 � 254877（1番人気）
複勝票数 計1292214 的中 � 904673（1番人気）� 7711（10番人気）� 87384（3番人気）
枠連票数 計 161316 的中 （3－4） 7972（6番人気）
馬連票数 計 523998 的中 �� 7652（13番人気）
馬単票数 計 481077 的中 �� 5430（15番人気）
ワイド票数 計 306733 的中 �� 3846（17番人気）�� 42465（1番人気）�� 1479（34番人気）
3連複票数 計 815356 的中 ��� 10049（17番人気）
3連単票数 計1833048 的中 ��� 4125（83番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．3―12．2―12．1―12．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．1―34．4―46．6―58．7―1：11．0―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノフェアリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．1．5 京都2着

2011．3．12生 牝3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔騎手変更〕 ヤマノフェアリー号の騎手藤岡佑介は，負傷のため藤田伸二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クールジョーカー号・ライブリアヴニール号

01102 1月26日 曇 良 （26京都1）第9日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右・外）

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 300，000
300，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

22 トップアート 牡3鹿 56 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444 ―1：50．6 3．7�
46 キュールエラピス 牡3芦 56 国分 優作岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 502 ― 〃 クビ 12．8�
11 サンレイサムライ 牡3芦 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 512 ―1：50．81� 16．1�
814 ヒラボクレジェンド 牡3栗 56 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 524 ―1：50．9� 33．8�
47 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 458 ― 〃 クビ 5．7�
712 トレジャーマップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 正和氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B442 ― 〃 同着 2．9	
34 シ ュ ネ ー ル 牡3鹿 56 藤田 伸二永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 502 ―1：51．0クビ 13．0

59 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 384 ― 〃 ハナ 116．1�

23 ホッコーザムーン 牝3栗 54 国分 恭介矢部 道晃氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 440 ―1：51．42� 333．6�
611 グッドタルト 牝3栗 54 武 幸四郎杉立 恭平氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 438 ―1：52．14 49．6
610 メイショウロブロイ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二松本 好�氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 482 ―1：52．2� 9．1�
35 マイネルフンケルン 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 428 ―1：52．3� 87．6�
713 オグリブライアン 牡3栗 56 上村 洋行小栗 孝一氏 鹿戸 明 新ひだか 野表 篤夫 424 ―1：52．61� 187．6�
815 ハッピーロード �3栗 56 荻野 琢真豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 482 ―1：52．81� 130．1�
58 ゴットサーガ 牝3鹿 54 川島 信二杉山 忠国氏 松田 博資 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408 ―1：53．22� 17．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，845，000円 複勝： 40，649，300円 枠連： 15，162，700円
馬連： 52，301，100円 馬単： 34，687，200円 ワイド： 24，606，600円
3連複： 69，207，200円 3連単： 111，499，000円 計： 377，958，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 360円 � 430円 枠 連（2－4） 900円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 960円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 10，780円 3 連 単 ��� 44，060円

票 数

単勝票数 計 298450 的中 � 64514（2番人気）
複勝票数 計 406493 的中 � 81013（1番人気）� 26691（6番人気）� 21481（8番人気）
枠連票数 計 151627 的中 （2－4） 12510（3番人気）
馬連票数 計 523011 的中 �� 13936（14番人気）
馬単票数 計 346872 的中 �� 5299（19番人気）
ワイド票数 計 246066 的中 �� 6195（14番人気）�� 6452（12番人気）�� 2466（29番人気）
3連複票数 計 692072 的中 ��� 4739（43番人気）
3連単票数 計1114990 的中 ��� 1868（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―35．9―48．0―1：00．9―1：13．8―1：26．8―1：38．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップアート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pistolet Bleu 初出走

2011．3．12生 牡3鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 トップアート号の騎手藤岡佑介は，負傷のため川田将雅に変更。
〔制裁〕 メイショウトキムネ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※出走取消馬 ダイシンサンダー号（事故のため）
※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） 2頭 サトピーオスカル号・ロザリウム号



01103 1月26日 曇 良 （26京都1）第9日 第7競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿56 川田 将雅八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 488－ 42：02．2 1．5�
77 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 56 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 62：02．73 9．9�
55 トウケイウイン 牡4黒鹿56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 438＋12 〃 アタマ 16．2�
88 ジ ェ ラ ル ド �5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 02：02．8� 7．4�
89 ポ レ イ ア 牝5栗 55

54 ☆菱田 裕二﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B502－ 6 〃 ハナ 5．0	
11 ア ザ ゼ ル 牡4青鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 492－ 42：02．9クビ 64．0

22 ドンクーガー 牡4青鹿56 国分 優作山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 470－ 82：03．96 25．9�
44 スカイグラフィティ 牝4芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482± 0 〃 ハナ 68．0�
66 � スズカアイキュー 牝5鹿 55

52 ▲森 一馬永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 454＋ 22：05．17 231．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 28，426，300円 複勝： 83，954，000円 枠連： 12，892，900円
馬連： 44，985，300円 馬単： 45，117，500円 ワイド： 24，896，600円
3連複： 64，755，200円 3連単： 202，474，700円 計： 507，502，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 240円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 300円 �� 270円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 284263 的中 � 154967（1番人気）
複勝票数 計 839540 的中 � 564175（1番人気）� 39492（4番人気）� 38269（5番人気）
枠連票数 計 128929 的中 （3－7） 15961（2番人気）
馬連票数 計 449853 的中 �� 44414（3番人気）
馬単票数 計 451175 的中 �� 35997（3番人気）
ワイド票数 計 248966 的中 �� 22355（4番人気）�� 25020（3番人気）�� 4923（14番人気）
3連複票数 計 647552 的中 ��� 25552（7番人気）
3連単票数 計2024747 的中 ��� 30129（16番人気）

ハロンタイム 7．4―11．7―12．7―14．4―13．2―12．9―12．5―12．6―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．1―31．8―46．2―59．4―1：12．3―1：24．8―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノビリーヴィン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．7 中京中止

2010．2．20生 牡4黒鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 13戦2勝 賞金 27，400，000円
〔騎手変更〕 ドンクーガー号の騎手藤岡佑介は，負傷のため国分優作に変更。

01104 1月26日 曇 良 （26京都1）第9日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

55 レコンダイト 牡4黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460＋ 21：48．4 3．5�

78 キングデザイヤー 牡4黒鹿56 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 502＋ 81：48．5� 9．5�
67 ダノンシンフォニー 牡4鹿 56 小牧 太�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 81：48．6� 3．8�
33 ディアデラバンデラ �5黒鹿57 秋山真一郎 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：48．91� 46．8�
810 マイネルアルティマ 牡5芦 57 丹内 祐次 �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± 0 〃 クビ 5．2	
79 リッシュレーヴ 牡4鹿 56 北村 友一山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 484＋ 41：49．0クビ 48．4

66 ディープストーリー 牝4青 54 	島 良太有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446＋16 〃 クビ 14．9�
11 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± 01：49．21� 19．3�
22 
 ミッキーマンデー 牡4栗 56

55 ☆菱田 裕二三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 482＋ 81：49．41� 25．5
811 ステイザコース �4栗 56 藤岡 康太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 458－ 6 〃 クビ 5．1�
44 サンマルホーム 牡4栗 56 藤田 伸二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 438± 01：50．03� 77．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，539，700円 複勝： 50，526，000円 枠連： 16，962，100円
馬連： 67，282，400円 馬単： 42，388，100円 ワイド： 30，410，400円
3連複： 88，572，900円 3連単： 168，086，900円 計： 492，768，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 250円 � 160円 枠 連（5－7） 1，430円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 580円 �� 290円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 12，750円

票 数

単勝票数 計 285397 的中 � 65049（1番人気）
複勝票数 計 505260 的中 � 117370（1番人気）� 41924（5番人気）� 90689（2番人気）
枠連票数 計 169621 的中 （5－7） 8784（7番人気）
馬連票数 計 672824 的中 �� 31694（7番人気）
馬単票数 計 423881 的中 �� 13441（10番人気）
ワイド票数 計 304104 的中 �� 12206（7番人気）�� 29652（1番人気）�� 11086（8番人気）
3連複票数 計 885729 的中 ��� 35235（5番人気）
3連単票数 計1680869 的中 ��� 9730（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．3―48．6―1：01．2―1：13．3―1：25．1―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レコンダイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2012．10．27 京都4着

2010．2．14生 牡4黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka 9戦2勝 賞金 17，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ダノンシンフォニー号の騎手藤岡佑介は，負傷のため小牧太に変更。



01105 1月26日 晴 良 （26京都1）第9日 第9競走 ��2，000�
き た お お じ

北 大 路 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．1．19以降26．1．19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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 アドマイヤブルー 牡5鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 514＋102：00．4 4．8�
22 マ デ イ ラ 牡5栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 492－ 22：00．72 6．5�
77 � スミデロキャニオン 牡5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：00．8� 2．8�
11 ディオジェーヌ 牝4鹿 53 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430± 02：01．01 5．4�
88 � メイショウシレトコ 牡6鹿 52 丹内 祐次松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466－ 2 〃 ハナ 111．7�
44 マイファーストラヴ 牝8青鹿52 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 454－ 22：01．1� 49．0	
33 マイネルマエストロ 牡4青鹿55 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 496＋ 2 〃 ハナ 3．5�
66 エアポートメサ 牡6栗 55 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム B456± 02：01．73� 26．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，262，100円 複勝： 42，800，800円 枠連： 発売なし
馬連： 77，361，600円 馬単： 50，723，100円 ワイド： 30，627，900円
3連複： 83，982，800円 3連単： 238，401，800円 計： 559，160，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 170円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 480円 �� 270円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 352621 的中 � 58625（3番人気）
複勝票数 計 428008 的中 � 61926（4番人気）� 61289（5番人気）� 108512（1番人気）
馬連票数 計 773616 的中 �� 44802（9番人気）
馬単票数 計 507231 的中 �� 16024（14番人気）
ワイド票数 計 306279 的中 �� 14941（9番人気）�� 31113（3番人気）�� 18875（6番人気）
3連複票数 計 839828 的中 ��� 49653（7番人気）
3連単票数 計2384018 的中 ��� 20248（44番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．5―11．6―11．8―12．6―12．1―11．9―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．3―48．9―1：00．7―1：13．3―1：25．4―1：37．3―1：48．6

コーナー
通過順位

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

2
4
5，2－7（1，6）3，8－4
5，2，7，1（8，3，6）4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤブルー 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．11．27 京都1着

2009．4．4生 牡5鹿 母 ジェイズミラクル 母母 アサーション 12戦3勝 賞金 54，710，000円

01106 1月26日 晴 良 （26京都1）第9日 第10競走 ��1，200�
やましな

山科ステークス
発走15時10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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

78 � ポアゾンブラック 牡5青鹿57 上村 洋行村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 528＋ 41：11．2 5．6�
811 カフェシュプリーム 牡5鹿 57 川田 将雅西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 512－14 〃 アタマ 3．4�
33 � タ ー ル タ ン 牡6芦 57 和田 竜二グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 502＋ 81：11．73 4．8�
67 ヤマノサファイア 牡6栗 57 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 442－ 41：12．23 6．4�
810 アフリカンハンター 牡6栗 57 藤田 伸二 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± 0 〃 ハナ 26．8�
11 タイセイマスタング 牡5栗 57 菱田 裕二田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 550＋ 6 〃 クビ 8．4	
44 ミッキーホワイト 牡6黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494＋ 21：12．52 9．3

79 ワンダースピンドル 牡6黒鹿57 武 幸四郎山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 476－ 61：12．6� 64．5�
66 オーラレガーレ 牝6青鹿55 藤岡 康太吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 474＋121：12．7クビ 59．0�
22 シルヴァーグレイス 牝4鹿 54 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B448± 01：13．01	 16．9
55 � ルチャドルアスール 
5黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 510－ 61：13．1	 14．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，873，200円 複勝： 67，632，900円 枠連： 20，570，500円
馬連： 123，640，200円 馬単： 69，158，100円 ワイド： 45，937，200円
3連複： 150，996，100円 3連単： 276，899，300円 計： 796，707，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 140円 � 160円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 410円 �� 520円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 418732 的中 � 58927（3番人気）
複勝票数 計 676329 的中 � 87890（3番人気）� 148956（1番人気）� 112142（2番人気）
枠連票数 計 205705 的中 （7－8） 24125（1番人気）
馬連票数 計1236402 的中 �� 92994（2番人気）
馬単票数 計 691581 的中 �� 22976（4番人気）
ワイド票数 計 459372 的中 �� 27715（2番人気）�� 21144（5番人気）�� 35492（1番人気）
3連複票数 計1509961 的中 ��� 69983（1番人気）
3連単票数 計2768993 的中 ��� 26528（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．8―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ポアゾンブラック �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 チーフベアハート

2009．3．31生 牡5青鹿 母 サンライトチーフ 母母 サンライトコール 11戦3勝 賞金 67，453，000円
地方デビュー 2011．11．22 園田

〔騎手変更〕 ポアゾンブラック号の騎手藤岡佑介は，負傷のため上村洋行に変更。

２レース目



01107 1月26日 晴 良 （26京都1）第9日 第11競走 ��1，400�
いわしみず

石清水ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，25．1．19以降26．1．19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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

48 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 492－ 21：21．2 2．2�
714 テイエムタイホー 牡5栗 57 小坂 忠士竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 484± 0 〃 クビ 65．7�
47 マコトナワラタナ 牝5鹿 56 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 450± 01：21．41 6．2�
59 ダイナミックガイ 牡4栗 55 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 486＋ 2 〃 クビ 16．4�
23 メイショウヤタロウ 牡6鹿 55 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 486± 01：21．61� 6．8	
612 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿56 菱田 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504＋ 41：21．91� 15．1

36 � オールブランニュー 牝8黒鹿51 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 4 〃 ハナ 190．6�
713	 フレデフォート 牡7鹿 55 小牧 太 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 456－ 2 〃 ハナ 39．4�
24 � デ ン フ ァ レ 牝7栗 53 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488＋ 21：22．0
 54．8
510 シルクドリーマー 牡5鹿 55 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 480± 0 〃 ハナ 6．6�
815 アルティシムス 牡6鹿 55 国分 優作 �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 456＋ 21：22．1クビ 53．1�
816 ラーストチカ 牝4黒鹿52 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 450＋ 21：22．31� 11．7�
12 コスモアクセス 牝5栗 52 �島 良太 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 460－141：22．4� 58．1�
35 メイショウハガクレ 牡5鹿 53 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466－ 8 〃 アタマ 77．2�
611 ピースピース 牡8鹿 54 上村 洋行�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 476－ 41：22．82
 203．4�
11 ラディアーレ 牡6鹿 54 畑端 省吾吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 468± 01：22．9
 192．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，375，900円 複勝： 104，038，200円 枠連： 62，413，000円 馬連： 241，890，100円 馬単： 132，000，800円
ワイド： 86，081，100円 3連複： 331，724，700円 3連単： 659，546，600円 5重勝： 719，055，300円 計： 2，408，125，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 1，360円 � 190円 枠 連（4－7） 1，720円

馬 連 �� 8，220円 馬 単 �� 11，020円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 300円 �� 6，460円

3 連 複 ��� 16，620円 3 連 単 ��� 83，770円

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

キャリーオーバー なし����� 32，090円

票 数

単勝票数 計 713759 的中 � 263893（1番人気）
複勝票数 計1040382 的中 � 284418（1番人気）� 12850（13番人気）� 143761（3番人気）
枠連票数 計 624130 的中 （4－7） 26882（7番人気）
馬連票数 計2418901 的中 �� 21731（25番人気）
馬単票数 計1320008 的中 �� 8842（36番人気）
ワイド票数 計 860811 的中 �� 8027（26番人気）�� 84903（2番人気）�� 2948（54番人気）
3連複票数 計3317247 的中 ��� 14734（52番人気）
3連単票数 計6595466 的中 ��� 5811（226番人気）
5重勝票数 計7190553 的中 ����� 16539

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．6―11．9―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．8―46．4―58．3―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングザムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．11．6 京都8着

2009．4．4生 牝5鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 15戦5勝 賞金 67，353，000円
〔騎手変更〕 アグネスウイッシュ号の騎手藤岡佑介は，負傷のため菱田裕二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ターフェル号・マイネボヌール号・マイネルアダマス号

01108 1月26日 晴 良 （26京都1）第9日 第12競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：21．9
1：21．5

重
不良

510 ミッキーヘネシー 牡5栃栗57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 486－ 81：24．5 4．6�
59 エスジーブルーム 牝5鹿 55 北村 友一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 494＋ 61：24．71� 25．1�
611 バハドゥール 牡5鹿 57 藤岡 康太田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 41：24．8クビ 4．3�
713 シゲルケンシン 牡7鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 480＋ 41：25．01� 16．8�
714 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 470－ 4 〃 ハナ 5．5�
36 モズマッテタワ 牝4黒鹿54 荻野 琢真北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 478－ 21：25．1� 21．1�
815 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 522－ 2 〃 アタマ 202．5	
24 ナンヨーカノン 牝4青鹿54 上村 洋行中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 468－ 21：25．31 24．5

48 マークスマン 牡4鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526－ 6 〃 クビ 6．0�
12 � アグネスピンキー 牝6鹿 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 438＋ 21：25．4クビ 18．8�
612 ハッピーストーリー 牡5黒鹿57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 526＋ 2 〃 クビ 175．5
35 スズカジョンブル 牡5鹿 57

56 ☆菱田 裕二永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458± 01：25．5� 12．0�
11 トウショウロジック 牡7鹿 57 丹内 祐次トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528＋141：25．6� 81．9�
47 � ウエスタンムサシ 牡5芦 57 国分 優作西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 510－ 61：25．7クビ 15．0�
816 タガノプリンス 牡6鹿 57

54 ▲森 一馬八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B472＋ 21：26．01� 53．5�

23 アイビーフォールド 牡7鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 B468＋ 21：26．32 37．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，051，300円 複勝： 107，410，900円 枠連： 50，144，700円
馬連： 185，971，600円 馬単： 90，425，900円 ワイド： 82，557，000円
3連複： 276，307，200円 3連単： 462，245，900円 計： 1，318，114，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 620円 � 170円 枠 連（5－5） 8，700円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 12，520円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 440円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 11，390円 3 連 単 ��� 62，350円

票 数

単勝票数 計 630513 的中 � 110114（2番人気）
複勝票数 計1074109 的中 � 154955（2番人気）� 34085（11番人気）� 209648（1番人気）
枠連票数 計 501447 的中 （5－5） 4256（28番人気）
馬連票数 計1859716 的中 �� 18277（36番人気）
馬単票数 計 904259 的中 �� 5334（49番人気）
ワイド票数 計 825570 的中 �� 8460（31番人気）�� 51747（1番人気）�� 8089（33番人気）
3連複票数 計2763072 的中 ��� 17915（33番人気）
3連単票数 計4622459 的中 ��� 5472（168番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．8―12．4―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．2―58．6―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーヘネシー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Hennessy デビュー 2011．10．9 京都5着

2009．2．19生 牡5栃栗 母 ストーミングヘヴン 母母 Breezy Stories 18戦3勝 賞金 32，970，000円
〔騎手変更〕 アイビーフォールド号の騎手藤岡佑介は，負傷のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドンマネー号

５レース目



（26京都1）第9日 1月26日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

207，500，000円
2，080，000円
7，270，000円
1，180，000円
18，850，000円
61，702，500円
4，108，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
449，884，900円
927，456，700円
247，225，900円
1，017，560，900円
657，292，400円
457，011，600円
1，404，927，400円
2，839，782，300円
719，055，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 8，720，197，400円

総入場人員 17，687名 （有料入場人員 15，898名）



平成26年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，555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

2，041，250，000円
8，320，000円
63，480，000円
14，050，000円
186，100，000円
604，857，750円
42，145，600円
14，928，000円

勝馬投票券売得金
4，753，208，900円
8，252，208，300円
2，972，855，800円
12，149，529，600円
7，160，096，900円
5，102，403，400円
16，627，354，800円
32，024，727，300円
3，272，708，400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
5 重 勝
計 92，315，093，400円

総入場延人員 196，146名 （有料入場延人員 177，337名）
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