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01049 1月14日 雨 重 （25京都1）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15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

11 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 54 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 452＋ 21：53．1 3．9�
814 エーシンウェンディ 牝3栗 54 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 482± 01：53．41� 21．0�
58 デンコウアカツキ 牝3鹿 54

51 ▲水口 優也田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 486＋ 61：53．93 20．5�
34 アムールポエジー 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 ハナ 3．7�

（仏）

23 スマートロデム 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社
松田牧場 466－161：54．0クビ 12．4�

35 セイウンヒマワリ 牝3栗 54 浜中 俊西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 400＋ 2 〃 ハナ 6．8	
713 マコトエクサルシス 牝3芦 54 幸 英明尾田左知子氏 梅田 智之 日高 白井牧場 454－ 6 〃 クビ 20．6

59 ニシノヒメゴト 牝3鹿 54 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 444＋ 21：54．1クビ 37．4�
815 サンマルジュエリー 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 478－ 21：54．42 4．8�
22 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 北村 友一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 468＋141：54．93 40．4
611 スプリングデジレ 牝3鹿 54 熊沢 重文加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 452－ 2 〃 ハナ 14．2�
610 キュートヴァリュー 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 484－ 61：55．0クビ 258．0�
47 サンモリッツ 牝3鹿 54 川須 栄彦田口 廣氏 佐山 優 平取 有限会社中

田牧場 466－ 41：57．2大差 215．3�
46 ビントフォーティ 牝3栗 54 国分 優作谷和 光彦氏 新川 恵 浦河 ひるかわ育

成牧場 454－102：01．0大差 257．1�
712 ウイントレジャー 牝3栗 54 川田 将雅�ウイン 大竹 正博 新冠 コスモヴューファーム 484－ 22：04．3大差 54．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，999，500円 複勝： 33，421，600円 枠連： 13，574，000円
馬連： 48，356，200円 馬単： 30，235，200円 ワイド： 23，466，900円
3連複： 73，380，500円 3連単： 108，599，800円 計： 351，033，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 560円 � 510円 枠 連（1－8） 730円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，300円 �� 5，290円

3 連 複 ��� 20，150円 3 連 単 ��� 104，640円

票 数

単勝票数 計 199995 的中 � 40641（2番人気）
複勝票数 計 334216 的中 � 69390（1番人気）� 13196（9番人気）� 14651（8番人気）
枠連票数 計 135740 的中 （1－8） 13735（3番人気）
馬連票数 計 483562 的中 �� 8913（20番人気）
馬単票数 計 302352 的中 �� 3517（28番人気）
ワイド票数 計 234669 的中 �� 5086（13番人気）�� 4514（17番人気）�� 1058（49番人気）
3連複票数 計 733805 的中 ��� 2688（65番人気）
3連単票数 計1085998 的中 ��� 766（328番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．8―12．7―12．5―12．4―12．6―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．9―49．6―1：02．1―1：14．5―1：27．1―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ゼ ラ ニ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．2 阪神5着

2010．4．6生 牝3鹿 母 ジ ュ バ リ ー 母母 アクイテイン 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 テイエムレオネッサ号の騎手中井裕二は，病気のため北村友一に変更。
〔制裁〕 デンコウアカツキ号の騎手水口優也は，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：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビントフォーティ号・ウイントレジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月

14日まで平地競走に出走できない。
※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14日 雨 重 （25京都1）第5日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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

611 サンライズネガノ 牡3芦 56 川田 将雅松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 480± 01：11．9 10．9�
612 キョウワアーサー 牡3栗 56 国分 優作�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 458± 0 〃 アタマ 89．1�
48 アメージングタクト 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 4 〃 クビ 2．6�
23 エイシンパラダイス 牝3栗 54 C．ルメール 平井 豊光氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 460－ 21：12．32� 2．2�

（仏）

59 ポ ロ タ ン 牝3鹿 54 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 430－ 41：12．51� 83．9�
11 マルヨファスリエフ 牡3鹿 56 池添 謙一野村 春行氏 牧田 和弥 新ひだか 西村 和夫 438＋ 81：12．81� 16．4	
12 ミ ニ 牡3黒鹿56 川須 栄彦金井 順一氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 460＋ 61：12．9� 27．0

47 シゲルトビウオザ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 494＋ 4 〃 クビ 48．1�
713 ウォーターパーク 牡3黒鹿56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 452＋ 21：13．0クビ 104．7
24 セーノークイン 牝3鹿 54 酒井 学國立 治氏 境 直行 浦河 細道牧場 472－ 61：13．21� 18．2�
510 シゲルツルザ 牡3黒鹿56 国分 恭介森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 中央牧場 466＋ 41：13．41� 249．4�
815 マルトクスパート 牡3鹿 56 幸 英明高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 462± 01：13．93 12．4�
714 カシノビッグベン 牡3栗 56

53 ▲水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 502＋161：14．0� 283．6�
816 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 高倉 稜前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424＋ 41：14．42� 89．8�
36 ヤマカツカグヤヒメ 牝3黒鹿54 田中 健山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 434＋ 81：15．57 474．1�
35 ボディアンドソウル 牝3栗 54 上村 洋行薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 422＋ 41：15．81� 511．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，312，800円 複勝： 49，950，400円 枠連： 13，783，000円
馬連： 51，865，800円 馬単： 38，962，800円 ワイド： 27，750，100円
3連複： 72，063，300円 3連単： 135，850，800円 計： 417，539，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 340円 � 1，910円 � 140円 枠 連（6－6） 16，100円

馬 連 �� 24，620円 馬 単 �� 42，480円

ワ イ ド �� 5，780円 �� 580円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 23，320円 3 連 単 ��� 208，880円

票 数

単勝票数 計 273128 的中 � 19897（3番人気）
複勝票数 計 499504 的中 � 32563（4番人気）� 4691（11番人気）� 146325（2番人気）
枠連票数 計 137830 的中 （6－6） 632（28番人気）
馬連票数 計 518658 的中 �� 1555（35番人気）
馬単票数 計 389628 的中 �� 677（66番人気）
ワイド票数 計 277501 的中 �� 1127（33番人気）�� 12866（4番人気）�� 2368（23番人気）
3連複票数 計 720633 的中 ��� 2281（55番人気）
3連単票数 計1358508 的中 ��� 480（382番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―12．2―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．3―47．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズネガノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．10．1 阪神6着

2010．3．16生 牡3芦 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アドマイヤスパーズ号
（非抽選馬） 1頭 ペプチドマンボウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 京都競馬 第５日



01051 1月14日 雨 不良 （25京都1）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15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

711 タイセイバスター 牡3鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 496 ―1：54．0 18．5�
33 プラチナグロース 牡3芦 56 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 490 ―1：54．1� 3．4�
814 リアンカフェ 牡3青鹿 56

53 ▲藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 496 ―1：55．16 74．7�
58 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 476 ―1：55．2� 11．9�

（仏）

610 ファミリータイズ 牡3鹿 56 国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 山本 昇寿 450 ―1：55．3クビ 15．1	
46 ブランドオン 牡3鹿 56 浜中 俊前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―1：55．51� 26．0

69 ゼロワンチャンプ 牡3鹿 56 福永 祐一国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 476 ―1：55．71� 12．7�
22 ナムララオウ 牡3栗 56 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 472 ― 〃 クビ 26．4�
813 ワイドマンボ 牡3鹿 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 504 ―1：55．91� 6．5
57 サフランパートナー 牝3鹿 54 幸 英明海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 458 ―1：56．11� 14．5�
34 バトルヴイナイン 牡3鹿 56 上村 洋行宮川 秋信氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ―1：56．31� 17．6�
45 プライドキッズ 牡3栗 56 松山 弘平瀬谷 �雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 520 ―1：57．04 41．4�
11 スマートホルス 牡3栗 56 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新冠 大栄牧場 504 ―1：58．38 5．0�
712 セトパラダイス 牡3栗 56 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 430 ―2：00．7大差 11．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，285，500円 複勝： 32，483，500円 枠連： 14，896，800円
馬連： 45，730，700円 馬単： 28，872，500円 ワイド： 22，962，800円
3連複： 62，334，400円 3連単： 86，623，400円 計： 313，189，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 540円 � 170円 � 2，190円 枠 連（3－7） 970円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 9，310円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 20，140円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 136，920円 3 連 単 ��� 863，900円

票 数

単勝票数 計 192855 的中 � 8220（10番人気）
複勝票数 計 324835 的中 � 14025（9番人気）� 68575（1番人気）� 3046（14番人気）
枠連票数 計 148968 的中 （3－7） 11362（3番人気）
馬連票数 計 457307 的中 �� 9584（12番人気）
馬単票数 計 288725 的中 �� 2291（39番人気）
ワイド票数 計 229628 的中 �� 4343（13番人気）�� 275（88番人気）�� 777（73番人気）
3連複票数 計 623344 的中 ��� 336（272番人気）
3連単票数 計 866234 的中 ��� 74（1584番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．6―13．5―13．0―12．7―12．5―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―38．0―51．5―1：04．5―1：17．2―1：29．7―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイバスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2010．5．4生 牡3鹿 母 レイドフラワー 母母 グ ロ リ エ ラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セトパラダイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月14日まで平地競

走に出走できない。
※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。

01052 1月14日 雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（25京都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45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

58 ワンダームシャ 牡8鹿 60 北沢 伸也山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 486＋ 23：21．1 3．9�
22 リキアイクロフネ 牡6鹿 60 横山 義行高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 474＋ 23：21．84 8．3�
11 タマモダイナミック 牡5鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 532＋183：21．9� 75．4�
712 テイエムオウショウ 牡4栗 59 田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 444－ 43：22．32� 3．9�
711 クレバーキング 牡5鹿 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 476± 03：22．4� 4．7�
610 カシノピストン 牡6芦 60 平沢 健治柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 竹原 孝昭 472± 03：22．93 24．4	
34 � パトロネージュ 牡4栗 59 西谷 誠前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC 512－103：23．11� 25．5

57 ノーブルエース 牝6鹿 58 小野寺祐太榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 420± 03：23．2� 75．3�
813	 グローバルチャージ 牡5芦 60 石神 深一�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 486± 03：23．94 6．7
814	 セイカペガサス 牡6黒鹿60 蓑島 靖典久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 472＋ 4 〃 クビ 149．9�
69 ラインレグルス 牡5鹿 60 中村 将之大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 496± 03：24．32� 11．9�
45 ツクバキング 
6黒鹿60 浜野谷憲尚荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 470＋103：24．4クビ 30．7�
33 ハートビートボーイ 牡4黒鹿59 黒岩 悠橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 496＋123：25．67 47．9�
46 ビュービーナス 牝4鹿 57 山本 康志キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム 450＋103：27．210 123．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，833，000円 複勝： 21，834，900円 枠連： 13，351，400円
馬連： 35，939，700円 馬単： 24，805，900円 ワイド： 17，357，200円
3連複： 53，944，100円 3連単： 92，172，300円 計： 274，238，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 250円 � 1，790円 枠 連（2－5） 1，310円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，220円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 24，900円 3 連 単 ��� 104，980円

票 数

単勝票数 計 148330 的中 � 30738（1番人気）
複勝票数 計 218349 的中 � 43087（2番人気）� 23764（5番人気）� 2353（12番人気）
枠連票数 計 133514 的中 （2－5） 7528（7番人気）
馬連票数 計 359397 的中 �� 17503（7番人気）
馬単票数 計 248059 的中 �� 6730（10番人気）
ワイド票数 計 173572 的中 �� 7172（8番人気）�� 1285（33番人気）�� 1039（38番人気）
3連複票数 計 539441 的中 ��� 1599（67番人気）
3連単票数 計 921723 的中 ��� 648（275番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 52．6－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダームシャ �
�
父 アラムシャー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2008．1．27 小倉8着

2005．4．2生 牡8鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン 障害：3戦1勝 賞金 8，100，000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） 3頭 エアペイシェンス号・トーセンモーション号・リリーアタッカー号
（非抽選馬） 3頭 アイティテイオー号・セフティーフライト号・マーニー号



01053 1月14日 曇 重 （25京都1）第5日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時35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
2：10．0
2：10．0

良
良

815 ナリタパイレーツ 牡3鹿 56 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 434－ 22：19．0 111．4�
48 ウインアルザス 牡3鹿 56 川田 将雅�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 496± 02：19．21� 3．7�
816 ペプチドアマゾン 牡3鹿 56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 470＋ 42：19．51� 15．6�
36 	 アウォーディー 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management 498－ 42：19．6
 8．3�
11 ラ カ 牝3鹿 54 北村 友一 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 432－ 22：20．02
 17．0�
713 ト ル ス ト イ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 3．0	
611 トーセンリュー 牡3黒鹿56 C．ルメール 島川 
哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500－ 62：20．1クビ 4．9�

（仏）

12 ハダシノミライ 牡3黒鹿56 川須 栄彦�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 528－ 2 〃 クビ 19．8�
23 テイエムユキダル 牡3芦 56 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 462－ 22：20．95 103．5
612 オクターブユニゾン 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 42：21．0
 17．4�
47 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿56 池添 謙一 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 474＋ 42：21．42
 73．7�
35 タガノジュラーレ 牡3芦 56 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 8 〃 クビ 151．2�
510 リッチラヴィーニュ 牡3栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460－ 42：21．71� 46．2�
714 オウケンシスター 牝3栗 54 太宰 啓介福井 明氏 音無 秀孝 日高 田端牧場 402－ 2 〃 アタマ 152．8�
24 ベ ロ ム 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514± 02：22．33
 31．1�
59 キョウワシコウ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 504＋ 42：22．61� 186．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，529，900円 複勝： 60，771，600円 枠連： 20，365，500円
馬連： 76，057，600円 馬単： 50，277，000円 ワイド： 41，512，800円
3連複： 115，797，400円 3連単： 182，417，800円 計： 581，729，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，140円 複 勝 � 2，770円 � 170円 � 440円 枠 連（4－8） 2，090円

馬 連 �� 17，290円 馬 単 �� 44，230円

ワ イ ド �� 5，060円 �� 9，640円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 57，090円 3 連 単 ��� 511，880円

票 数

単勝票数 計 345299 的中 � 2444（13番人気）
複勝票数 計 607716 的中 � 4357（14番人気）� 135453（2番人気）� 32189（6番人気）
枠連票数 計 203655 的中 （4－8） 7223（12番人気）
馬連票数 計 760576 的中 �� 3247（38番人気）
馬単票数 計 502770 的中 �� 839（90番人気）
ワイド票数 計 415128 的中 �� 1984（43番人気）�� 1034（64番人気）�� 10224（12番人気）
3連複票数 計1157974 的中 ��� 1497（124番人気）
3連単票数 計1824178 的中 ��� 263（854番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．9―13．2―13．1―13．3―13．9―12．9―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．9―36．8―50．0―1：03．1―1：16．4―1：30．3―1：43．2―1：55．2―2：06．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．8
1
3
15（8，16）13（6，12）11（2，14）（7，10）（1，4，9）－3，5
15，8（6，16）13（2，12）（11，14）（1，7）10（3，4）9，5

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

勝馬の
紹 介

ナリタパイレーツ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．12．24 阪神6着

2010．4．6生 牡3鹿 母 ナリタジューン 母母 オースミリンド 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ナリタパイレーツ号の騎手中井裕二は，病気のため高倉稜に変更。
※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 ウォーターグローレ号・ダイシンプロト号・パワーオブシャドー号
※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。

01054 1月14日 曇 不良 （25京都1）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

713 セイウンチカラ 牡3鹿 56 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 500± 01：10．4 26．5�
611 レ ギ ス 牡3栗 56 C．ルメール 杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 454＋ 21：11．03� 2．0�

（仏）

510 ハンドリング 牡3青鹿56 川田 将雅永田 清男氏 服部 利之 新ひだか 白井 吉美 450＋ 61：11．53 71．5�
12 スマートアレンジ 牝3鹿 54 秋山真一郎深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464＋ 2 〃 アタマ 27．4�
36 ストゥーディアス 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 500＋ 21：11．71� 13．2�
612 スズノニシキ 牡3鹿 56 藤岡 佑介小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 502－ 61：11．8クビ 16．3�
35 コピーライター 牡3鹿 56 幸 英明グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 516－ 21：12．01� 62．1	
816 ゴーインググレート 牡3栗 56 高倉 稜田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 454－ 4 〃 クビ 49．7

24 キクノメテオ 牡3芦 56 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 500± 01：12．31	 29．7�
48 ノートゥング 牡3栗 56 北村 友一前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500± 01：12．4クビ 13．3�
59 ドリームハヤテ 牡3鹿 56 松山 弘平セゾンレースホース 南井 克巳 日高 長谷川 一男 488＋ 21：12．5	 12．3�
47 ゼンノコリオリ 牡3鹿 56 池添 謙一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 462＋ 81：12．6� 39．8�
23 カシノランナウェイ 
3栗 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 474＋ 41：13．34 16．6�
714 モーニングコール 牝3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 428± 0 〃 クビ 6．6�
11 カシノピカチュウ 牡3鹿 56 酒井 学柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 468＋ 61：13．72� 29．5�
815 テイエムチカラ 牡3栗 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 504＋ 81：14．23 42．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，378，000円 複勝： 64，774，200円 枠連： 27，532，900円
馬連： 88，568，600円 馬単： 57，251，700円 ワイド： 46，864，900円
3連複： 137，841，800円 3連単： 218，478，900円 計： 679，691，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 680円 � 120円 � 1，360円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 15，770円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 34，510円 3 連 単 ��� 218，190円

票 数

単勝票数 計 383780 的中 � 11416（8番人気）
複勝票数 計 647742 的中 � 17505（8番人気）� 236642（1番人気）� 8256（16番人気）
枠連票数 計 275329 的中 （6－7） 35997（1番人気）
馬連票数 計 885686 的中 �� 25515（9番人気）
馬単票数 計 572517 的中 �� 5579（24番人気）
ワイド票数 計 468649 的中 �� 10521（9番人気）�� 710（109番人気）�� 4622（26番人気）
3連複票数 計1378418 的中 ��� 2948（104番人気）
3連単票数 計2184789 的中 ��� 739（595番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．4―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．2
3 13－9（3，6，14）11（5，15，16）12，8，2－10，7，4－1 4 13－9（3，6，14）（5，11）12，16（8，15）2，10（7，4）＝1

勝馬の
紹 介

セイウンチカラ �
�
父 サニングデール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．6．23 阪神3着

2010．3．22生 牡3鹿 母 ニシノアズール 母母 ニシノブルーライト 7戦2勝 賞金 14，900，000円
〔騎手変更〕 キクノメテオ号の騎手中井裕二は，病気のため川島信二に変更。
〔発走状況〕 カシノピカチュウ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。
※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。



01055 1月14日 曇 不良 （25京都1）第5日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時35分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

12 ヴォーグトルネード 牡4栗 56 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 41：57．0 2．8�

35 � サウンドビガレス 牡4栗 56
53 ▲菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 482± 01：57．53 29．5�
815 アサクサショパン 牡5黒鹿57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 492－ 21：57．71	 4．4�
713 メイショウサリマン 牡5栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 478± 0 〃 アタマ 37．4�
23 トランソニック 牡7栗 57 小牧 太太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 488－ 21：57．8
 42．4�
612 スリーロブロイ 牡4鹿 56

53 ▲藤懸 貴志永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B438＋ 2 〃 クビ 41．3	
816 ダヴィンチバローズ 牡5鹿 57 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 486＋ 21：58．11
 33．6

59 タツグレート 牡4栗 56 秋山真一郎鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458＋ 41：58．31 5．4�
714� マイネルボンド 牡4青鹿56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B498－ 8 〃 クビ 95．9�
48 エボニーナイト 牡4黒鹿56 C．ルメール サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：58．4� 7．0�

（仏）

11 チキリリキオー 牡4黒鹿56 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 488－ 81：58．5クビ 151．1�
36 グレートヴァリュー 牡5黒鹿57 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B462＋ 2 〃 クビ 76．3�
611 ジェットブリット 牡4黒鹿56 川田 将雅�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 572＋141：58．6� 21．1�
24 シュガーシャック 牡4栗 56 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 514± 01：59．02� 8．9�
510 シゲルシャチョウ 牡5鹿 57 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 様似 髙村 伸一 520＋ 42：00．27 124．7�
47 ワシャモノタリン 牡7黒鹿57 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 526＋202：01．58 110．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，076，900円 複勝： 62，565，500円 枠連： 24，013，200円
馬連： 93，253，500円 馬単： 57，896，100円 ワイド： 47，265，600円
3連複： 131，186，800円 3連単： 214，674，300円 計： 668，931，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 550円 � 160円 枠 連（1－3） 2，840円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 230円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 24，120円

票 数

単勝票数 計 380769 的中 � 109361（1番人気）
複勝票数 計 625655 的中 � 166573（1番人気）� 19043（8番人気）� 115922（2番人気）
枠連票数 計 240132 的中 （1－3） 6256（13番人気）
馬連票数 計 932535 的中 �� 22499（11番人気）
馬単票数 計 578961 的中 �� 9754（14番人気）
ワイド票数 計 472656 的中 �� 9880（13番人気）�� 63482（1番人気）�� 5520（23番人気）
3連複票数 計1311868 的中 ��� 21718（11番人気）
3連単票数 計2146743 的中 ��� 6570（62番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―29．5―42．3―55．0―1：07．3―1：19．5―1：32．1―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォーグトルネード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．12．3 阪神6着

2009．5．13生 牡4栗 母 スマイルポジション 母母 バンボリーナ 10戦2勝 賞金 24，634，000円
〔騎手変更〕 マイネルボンド号の騎手中井裕二は，病気のため高倉稜に変更。
※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 マヤノクレド号
※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14日 曇 不良 （25京都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05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 コマノガレオス 牡4鹿 56 福永 祐一長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 510－ 41：11．1 15．2�
815� サカジロスイセイ 牡4鹿 56 川須 栄彦ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 488＋ 81：11．31 12．9�
47 タイセイマグナム 牡5栗 57 国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B540－ 21：11．4� 59．0�
35 � ゴールドディガー 牡5栗 57

54 ▲水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 470－ 21：11．61� 3．7�
610 ヴァルナビット 牡4栗 56 国分 優作田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 490－ 21：11．81	 8．6�
814 サイズミックレディ 牝5鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 488± 01：11．9� 4．9�
713 オレハメジャー 牡4栗 56 北村 友一北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 440＋ 61：12．11	 18．8	
46 スマートアーサイト 牡6黒鹿57 川田 将雅大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 4 〃 ハナ 4．0

58 ノ ア ノ ア 牝5芦 55 松田 大作M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 510± 01：12．41� 43．1�
611 メイショウセトウチ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 462＋ 21：12．61 26．1�
712 パスパルトゥー 牝4栗 54 松山 弘平ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 440＋ 21：12．7� 16．4�
23 メイショウオハツ 牝4黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 478＋ 2 〃 クビ 37．0�
22 ダイシンサーベル 牡8黒鹿 57

54 ▲菱田 裕二大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋ 61：12．8クビ 77．4�

59 ノーザンソング 牝5鹿 55 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 476－ 21：13．12 25．8�
34 � ハナズフレイム 牡4栗 56 大下 智M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 前川 勇 474＋291：13．31� 187．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，582，400円 複勝： 55，840，300円 枠連： 31，346，100円
馬連： 108，703，300円 馬単： 63，975，800円 ワイド： 47，316，500円
3連複： 154，797，100円 3連単： 252，067，200円 計： 747，628，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 490円 � 480円 � 1，620円 枠 連（1－8） 2，520円

馬 連 �� 7，040円 馬 単 �� 12，030円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 9，090円 �� 8，990円

3 連 複 ��� 112，670円 3 連 単 ��� 410，660円

票 数

単勝票数 計 335824 的中 � 17431（6番人気）
複勝票数 計 558403 的中 � 31157（6番人気）� 31954（5番人気）� 8380（13番人気）
枠連票数 計 313461 的中 （1－8） 9192（12番人気）
馬連票数 計1087033 的中 �� 11399（28番人気）
馬単票数 計 639758 的中 �� 3926（43番人気）
ワイド票数 計 473165 的中 �� 3985（38番人気）�� 1274（76番人気）�� 1288（75番人気）
3連複票数 計1547971 的中 ��� 1014（228番人気）
3連単票数 計2520672 的中 ��� 453（1039番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．9―46．6―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 ・（3，14）（1，7，13，15）（2，9）（5，8）6（12，11）10，4 4 ・（3，14）－（1，7，15）（2，13）（5，9，8）6，11，10（12，4）

勝馬の
紹 介

コマノガレオス �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．2．19 京都9着

2009．6．10生 牡4鹿 母 リンデンジョオー 母母 リンデンリリー 12戦2勝 賞金 15，070，000円
〔その他〕 サカジロスイセイ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



01057 1月14日 曇 重 （25京都1）第5日 第9競走 ��
��1，800�

お う さ か や ま

� 坂 山 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，24．1．14以降25．1．6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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：44．7
1：44．1

良
良

23 ヒラボクビクトリー 牡5鹿 55 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 456± 01：49．2 12．1�
611 インプレッシヴデイ 牡6芦 54 武 豊藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 528± 01：49．41� 37．4�
22 イイデステップ 牝5鹿 55 C．ルメール �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B512＋121：49．61� 7．4�

（仏）

35 マイファーストラヴ 牝7青鹿52 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456－ 2 〃 アタマ 21．3�
815 アイウォントユー 牡6栗 55 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 476＋ 61：49．7� 23．9�
814 サンレガーロ 牝5鹿 52 秋山真一郎青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 426＋ 2 〃 クビ 33．3	
58 ショウナンカンムリ 牡4鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 492－ 21：50．02 2．5

11 フェアリーレイ 牝6鹿 53 藤懸 貴志植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 ハナ 14．4�
713 ローレルブレット 牡4黒鹿56 池添 謙一 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 444＋ 21：50．1� 5．5�
712 フミノポールスター 牡4黒鹿54 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 504＋ 21：50．52� 22．2
47 メイショウヤタロウ 牡5鹿 54 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 476－121：50．6	 30．6�
34 ドリームトレイン 牡4黒鹿54 川須 栄彦前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 498＋ 41：50．81� 21．2�
610 アドマイヤレイ 牡4鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：51．11	 11．0�
46 グッドバニヤン 牡8栃栗54 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 458＋101：51．31� 131．0�
59 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 55 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 502＋101：51．61	 44．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，134，100円 複勝： 88，834，200円 枠連： 38，742，900円
馬連： 160，364，200円 馬単： 88，318，700円 ワイド： 71，255，100円
3連複： 221，901，500円 3連単： 380，699，100円 計： 1，101，249，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 390円 � 900円 � 340円 枠 連（2－6） 2，180円

馬 連 �� 19，430円 馬 単 �� 35，370円

ワ イ ド �� 4，570円 �� 1，410円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 52，060円 3 連 単 ��� 372，630円

票 数

単勝票数 計 511341 的中 � 33364（5番人気）
複勝票数 計 888342 的中 � 61928（5番人気）� 23592（12番人気）� 74082（3番人気）
枠連票数 計 387429 的中 （2－6） 13138（11番人気）
馬連票数 計1603642 的中 �� 6094（60番人気）
馬単票数 計 883187 的中 �� 1843（105番人気）
ワイド票数 計 712551 的中 �� 3790（53番人気）�� 12815（13番人気）�� 3508（63番人気）
3連複票数 計2219015 的中 ��� 3146（162番人気）
3連単票数 計3806991 的中 ��� 754（1024番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．1―12．0―12．6―12．6―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―34．5―46．5―59．1―1：11．7―1：24．1―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクビクトリー �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．21 京都8着

2008．2．15生 牡5鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 17戦4勝 賞金 44，824，000円
※出走取消馬 スペシャルピース号（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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ゴーイングストーン号・サンビーム号・ハードダダンダン号・パープルタイヨー号・メイショウスクラム号
（非抽選馬） 5頭 エクセリオン号・キンショーオトヒメ号・シゲルササグリ号・メルシーサイレンス号・メロート号
※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。

01058 1月14日 曇 重 （25京都1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

612 レッドオーヴァル 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436－ 81：23．5 2．7�
（仏）

815 メイショウマンボ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 478－121：24．03 24．0�
36 オ ツ ウ 牝3鹿 54 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 21：24．1� 2．9�
713	 コズミックショア 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 462－ 2 〃 クビ 12．7�
11 ジェネロシティー 牝3鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 474－101：24．2クビ 14．7	
714 セトノフラッパー 牝3栗 54 川田 将雅難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 428－101：24．94 71．1

816
 ハイマウンテン 牝3鹿 54 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 434＋101：25．0� 25．4�
510 ディパッション 牝3鹿 54 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 01：25．21� 137．9�
12 ビ リ オ ネ ア 牝3鹿 54 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 432＋ 61：25．3� 26．2
35 ストークアンドレイ 牝3芦 55 松山 弘平本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 472－ 4 〃 クビ 12．4�
48 シャルロッカ 牝3鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 418－ 41：25．4� 55．2�
47 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54 川島 信二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 448＋ 61：25．6� 89．2�
59 サウンドアドバイス 牝3栗 54 川須 栄彦加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 41：25．7� 31．4�
23 ゴールドチェイス 牝3栃栗54 小牧 太�グランド牧場 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 464－ 4 〃 アタマ 15．7�
24 エーシンセノーテ 牝3鹿 55 酒井 学�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 412＋ 41：26．12� 50．3�
611 アドマイヤサブリナ 牝3芦 54 池添 謙一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：27．05 39．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，756，600円 複勝： 107，166，000円 枠連： 55，658，900円
馬連： 230，889，400円 馬単： 139，379，200円 ワイド： 97，716，200円
3連複： 306，143，400円 3連単： 590，371，100円 計： 1，611，080，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 410円 � 130円 枠 連（6－8） 1，620円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 180円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 13，990円

票 数

単勝票数 計 837566 的中 � 253493（1番人気）
複勝票数 計1071660 的中 � 242537（2番人気）� 42349（8番人気）� 292914（1番人気）
枠連票数 計 556589 的中 （6－8） 25400（7番人気）
馬連票数 計2308894 的中 �� 53652（12番人気）
馬単票数 計1393792 的中 �� 22381（14番人気）
ワイド票数 計 977162 的中 �� 18467（13番人気）�� 184776（1番人気）�� 17935（15番人気）
3連複票数 計3061434 的中 ��� 93971（7番人気）
3連単票数 計5903711 的中 ��� 31144（31番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．0―12．5―11．6―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオーヴァル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2012．11．11 東京2着

2010．3．7生 牝3鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 3戦2勝 賞金 27，192，000円
〔発走状況〕 メイショウマンボ号は，枠入り不良。
※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 エイユーモモチャン号・ジーブラック号・シーブリーズライフ号・ラヴァーズポイント号
※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。



01059 1月14日 曇 重 （25京都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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

35 アイラブリリ 牝4黒鹿53 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 436± 01：10．2 9．4�
36 メイショウデイム 牝6黒鹿54 川須 栄彦松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 470＋ 2 〃 ハナ 26．3�
815 サドンストーム 牡4栗 55 C．ルメール H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B478＋ 21：10．3クビ 5．2�
（仏）

611 アースソニック 牡4鹿 55 浜中 俊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 480＋ 6 〃 ハナ 8．9�
11 ファインチョイス 牝4鹿 52 松山 弘平宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 470＋201：10．4	 69．4�
23 ガ ン ダ ー ラ 牡7栗 57 酒井 学林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476＋121：10．5
 23．0�
47 エーシンホワイティ 牡6鹿 57 北村 友一	栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 510－ 2 〃 ハナ 7．3

24 � オ ー セ ロ ワ �7栗 56 池添 謙一吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford 506＋ 8 〃 クビ 25．1�
59 アウトクラトール 牡8鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 486＋ 61：10．71
 135．3
612 シゲルスダチ 牡4芦 55 高倉 稜森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 434＋ 2 〃 ハナ 18．0�
714 ブラボースキー 牡5栗 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 510± 01：10．8クビ 17．1�
12 シュプリームギフト 牝5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 468＋ 21：11．01
 3．2�
510 ラインブラッド 牡7栗 57 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 506± 01：11．1クビ 44．0�
48 ル ナ キ ッ ズ 牡7栗 56 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 470－ 21：11．52
 69．5�
713 ボストンエンペラー 牡5黒鹿56 太宰 啓介ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476＋101：13．09 10．2�
816 ブルーミンバー 牝8鹿 56 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－12 〃 クビ 96．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 106，811，300円 複勝： 152，789，100円 枠連： 112，076，300円 馬連： 466，727，100円 馬単： 230，983，100円
ワイド： 158，272，200円 3連複： 665，342，100円 3連単： 1，199，576，400円 5重勝： 0円 計： 3，092，577，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 320円 � 520円 � 230円 枠 連（3－3） 10，850円

馬 連 �� 10，830円 馬 単 �� 19，920円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 1，330円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 34，670円 3 連 単 ��� 208，310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 なし不成立 100円

票 数

単勝票数 計1068113 的中 � 89816（5番人気）
複勝票数 計1527891 的中 � 125875（5番人気）� 68513（9番人気）� 198498（2番人気）
枠連票数 計1120763 的中 （3－3） 7626（30番人気）
馬連票数 計4667271 的中 �� 31829（39番人気）
馬単票数 計2309831 的中 �� 8559（69番人気）
ワイド票数 計1582722 的中 �� 13712（36番人気）�� 29917（18番人気）�� 12465（40番人気）
3連複票数 計6653421 的中 ��� 14166（109番人気）
3連単票数 計11995764 的中 ��� 4250（622番人気）
5重勝票数 差引計 0 （返還計2289747） 的中なし

ハロンタイム 12．2―11．3―11．4―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―34．9―46．5―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．3
3 4，5（11，16）（6，13）2（12，14）（3，15）（10，9）（1，7，8） 4 ・（4，5）11（6，16，13）2（3，12，14）15（1，10）（7，8，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイラブリリ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 トワイニング デビュー 2011．8．6 小倉3着

2009．2．13生 牝4黒鹿 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ 15戦5勝 賞金 84，667，000円
〔制裁〕 アイラブリリ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・4番）
〔その他〕 ボストンエンペラー号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ボストンエンペラー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月14日まで出走できない。
※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 コパノオーシャンズ号
※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。

01060 1月14日 曇 不良 （25京都1）第5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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

36 ナリタスプリング 牡6青鹿57 幸 英明�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 516－ 61：23．1 2．3�
12 ラフアウェイ 牝5青 55

52 ▲菱田 裕二�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 564± 0 〃 ハナ 8．4�
11 ロ ン グ ロ ウ 牡6芦 57 福永 祐一吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 550＋16 〃 クビ 6．7�
48 ネオザウイナー 牡5青鹿57 川須 栄彦小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 41：23．31 4．6�
35 ワンダーキラメキ 牡7栗 57 川田 将雅山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B490± 01：23．62 8．3�
24 モズギャラクシー 牡4鹿 56 国分 恭介北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 加野牧場 512± 01：23．7� 34．1	
510� パフォーマンス 牡5栗 57 熊沢 重文野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 520＋ 21：23．8クビ 52．9

612 マジックアロー 牡7鹿 57 太宰 啓介�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B468＋ 4 〃 クビ 48．8�
714� エーシンユリシーズ 牡4栗 56 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 522－ 61：24．01 20．5
816 ジャーグラット 牡5栗 57 秋山真一郎本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 430－10 〃 ハナ 19．1�
23 リバーアゲイン 牡8栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 492＋10 〃 ハナ 187．8�
713 ダ イ モ ス 牡4栗 56

53 ▲藤懸 貴志山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド 472－ 91：24．1クビ 128．5�
815 フェブスカイ 牡6鹿 57 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 460＋ 21：24．41� 117．7�
611� ネオファロス 牡8栗 57 高倉 稜小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B498－101：25．35 101．0�
59 カリスマアキラ 牡4栗 56 北村 友一 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム 466± 01：26．15 68．2�
47 � レッドアンバー 牡6栗 57

54 ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 482＋ 41：26．63 187．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 74，474，800円 複勝： 105，715，100円 枠連： 67，882，300円
馬連： 217，626，800円 馬単： 138，720，200円 ワイド： 92，769，700円
3連複： 302，392，100円 3連単： 657，471，300円 計： 1，657，052，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 250円 � 230円 枠 連（1－3） 420円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 430円 �� 400円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 10，040円

票 数

単勝票数 計 744748 的中 � 255494（1番人気）
複勝票数 計1057151 的中 � 355289（1番人気）� 85767（5番人気）� 95821（4番人気）
枠連票数 計 678823 的中 （1－3） 120015（1番人気）
馬連票数 計2176268 的中 �� 149579（4番人気）
馬単票数 計1387202 的中 �� 52020（6番人気）
ワイド票数 計 927697 的中 �� 55197（4番人気）�� 60873（3番人気）�� 22461（12番人気）
3連複票数 計3023921 的中 ��� 95782（6番人気）
3連単票数 計6574713 的中 ��� 48343（21番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．7―12．0―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．4―46．1―58．1―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスプリング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Woodman デビュー 2009．9．12 阪神1着

2007．3．8生 牡6青鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 25戦4勝 賞金 94，187，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 マジックアロー号の騎手中井裕二は，病気のため太宰啓介に変更。
※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） 2頭 コウエイロックオン号・シャイン号
（非抽選馬） 1頭 タガノプリンス号



（25京都1）第5日 1月14日 （祝日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 185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

216，820，000円
5，810，000円
1，640，000円
19，610，000円
69，294，000円
5，484，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
542，174，800円
836，146，400円
433，223，300円
1，624，082，900円
949，678，200円
694，510，000円
2，297，124，500円
4，119，002，400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 11，495，942，500円

総入場人員 13，916名 （有料入場人員 12，527名）
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