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01061 1月19日 晴 稍重 （25京都1）第6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）

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

816 タッチシタイ 牡3栗 56 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 482＋161：12．8 3．4�
12 エーシンイェーガー 牡3黒鹿56 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 474＋ 8 〃 アタマ 3．3�
23 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56 三浦 皇成大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 536± 01：13．22� 6．4�
714 ペプチドマンボウ 牡3鹿 56 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B484＋ 21：13．83� 29．4�
713 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 494－10 〃 クビ 6．9�
47 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 56 鮫島 良太諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 424＋ 41：14．01� 17．8	
24 シゲルカニザ 牡3栗 56 北村 友一森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 492－ 41：14．42� 69．6

35 マッハジール 牡3鹿 56 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 松平牧場 460＋ 4 〃 ハナ 17．4�
36 ヴェラーチェ 牡3黒鹿56 川須 栄彦�三嶋牧場 北出 成人 浦河 上田 五十詞 514－ 21：14．61 35．3
510 マルシゲキング 牡3黒鹿56 国分 恭介坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 442－ 61：14．81� 329．2�
612 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 81：15．22� 12．1�
48 エ ス リ ア 牝3栗 54 国分 優作藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 61：15．52 90．4�
11 ウォーターシュート 牡3鹿 56 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 400＋ 21：15．71� 131．4�
815 タイキサクセション 牡3栗 56

53 ▲横山 和生�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム 408－ 61：16．33� 68．3�
611 ヤマイチフォルーテ 牡3鹿 56 小林 徹弥坂本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 競優牧場 B472－ 61：17．04 480．1�
59 デンタルハイジーン 牝3青鹿54 W．ビュイック 三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 406＋ 4 （競走中止） 17．9�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，998，200円 複勝： 29，753，100円 枠連： 9，514，200円
馬連： 35，960，300円 馬単： 23，728，500円 ワイド： 19，164，300円
3連複： 53，114，300円 3連単： 75，403，000円 計： 263，635，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 200円 枠 連（1－8） 610円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 260円 �� 610円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 169982 的中 � 39437（2番人気）
複勝票数 計 297531 的中 � 70445（1番人気）� 68895（2番人気）� 29175（4番人気）
枠連票数 計 95142 的中 （1－8） 11605（1番人気）
馬連票数 計 359603 的中 �� 39559（1番人気）
馬単票数 計 237285 的中 �� 12475（2番人気）
ワイド票数 計 191643 的中 �� 21015（1番人気）�� 7082（6番人気）�� 11359（2番人気）
3連複票数 計 531143 的中 ��� 28219（1番人気）
3連単票数 計 754030 的中 ��� 7800（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．1―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―36．2―48．4―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タッチシタイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．13 新潟12着

2010．3．27生 牡3栗 母 ジョウネツノアラシ 母母 クルンテープ 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 デンタルハイジーン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 デンタルハイジーン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマイチフォルーテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月19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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウゲンナイ号
（非抽選馬） 2頭 アップアンカー号・ドラゴンオサム号
※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。

01062 1月19日 晴 稍重 （25京都1）第6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

510 ゲームフェイス 牡3芦 56 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 550－ 41：53．1 1．3�
59 ダイシンプロト 牡3鹿 56 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：53．41� 19．4�
11 ファーザモア 牡3栗 56 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 81：55．2大差 82．8�
12 マイネルゲイナー 牡3栗 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 440＋ 61：55．3� 70．7�
24 ブレイヴフィート 牝3鹿 54 秋山真一郎下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 432－141：55．61� 14．4	
36 ダノンエトワール 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 61：56．23� 14．9

35 クリノマッキンリー 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 えりも 能登 浩 460－ 21：56．3� 230．7�
816 シャガールバローズ �3栗 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 440－121：56．51� 8．7�
713 スマートレバレッジ 牡3栗 56 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 462± 01：56．92� 46．3
47 ジ リ オ ン 牡3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 538－ 61：57．21� 15．3�
23 ディルムッド 牡3栗 56 幸 英明一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B456－ 21：57．3� 153．5�
48 ダイゴヒリュウ 牡3栗 56 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 436± 01：57．61� 376．7�
714 テイエムブレイク 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 456＋141：57．7� 290．8�
815 メモリークリード 牡3栗 56

53 ▲横山 和生�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 成隆牧場 482－ 21：58．01� 400．9�
612 ハギノブシドウ 牡3栗 56 川須 栄彦日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 508－ 21：58．1� 49．3�
611 ブラックコール 牡3青 56 北村 友一中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 468＋ 41：59．16 193．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，365，200円 複勝： 69，133，300円 枠連： 9，309，500円
馬連： 34，487，900円 馬単： 30，553，000円 ワイド： 17，990，600円
3連複： 49，676，500円 3連単： 97，536，100円 計： 330，052，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 380円 � 1，230円 枠 連（5－5） 770円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，440円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 12，110円 3 連 単 ��� 28，600円

票 数

単勝票数 計 213652 的中 � 135834（1番人気）
複勝票数 計 691333 的中 � 487227（1番人気）� 18364（6番人気）� 4863（10番人気）
枠連票数 計 93095 的中 （5－5） 9018（4番人気）
馬連票数 計 344879 的中 �� 30743（4番人気）
馬単票数 計 305530 的中 �� 20758（5番人気）
ワイド票数 計 179906 的中 �� 10597（5番人気）�� 2987（15番人気）�� 574（43番人気）
3連複票数 計 496765 的中 ��� 3029（34番人気）
3連単票数 計 975361 的中 ��� 2517（88番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．9―13．2―13．1―12．7―12．2―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．6―49．8―1：02．9―1：15．6―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．5
1
3
・（9，10）（3，12，13）6（2，16）（4，15）1（5，14）（7，11）8・（9，10）（12，1）（3，6）（4，13）（2，16）（15，7）－（5，11）－8，14

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

勝馬の
紹 介

ゲームフェイス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Prado デビュー 2012．9．2 新潟11着

2010．2．28生 牡3芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックコール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月19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 バッティングパワー号

第１回 京都競馬 第６日



01063 1月19日 晴 稍重 （25京都1）第6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

36 スマートレパード 牡3栃栗56 池添 謙一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 496－ 61：25．5 1．2�
714 ラプタークルーズ 牡3栗 56 和田 竜二佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 488＋161：27．09 170．7�
815 ミラクルルーマー 牡3芦 56 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 516－ 41：27．32 19．3�
48 アドマイヤスパーズ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470± 01：27．4クビ 54．7�
23 ミッキーアップル 牝3鹿 54 秋山真一郎野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 470－ 61：27．5� 164．3�
11 テーオークリスエス 牡3鹿 56 浜中 俊小笹 公也氏 須貝 尚介 日高 ヤナガワ牧場 520＋ 41：27．6クビ 5．1�
612 キングレジェンド 牡3青鹿56 藤岡 佑介辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 492－ 81：28．55 27．1	
611 アリオンバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 462± 01：28．92� 77．7

12 メガモンスター 牡3鹿 56 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 414－ 2 〃 ハナ 68．1�
47 キタサンヤマビコ �3鹿 56 国分 優作�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 426± 0 〃 ハナ 269．7
35 エスケイガーディス 牝3栗 54 幸 英明長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム 422－221：29．96 315．1�
713 メイショウチカラ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 ミルファーム 466－161：30．11� 336．4�
816 マキシムリンカーン 牡3栗 56 熊沢 重文小田 廣美氏 田島 良保 新冠 大狩部牧場 436＋ 4 〃 クビ 454．8�
24 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 448－ 81：30．41� 31．9�

（仏）

59 グ ラ ッ ソ 牡3栗 56 上村 洋行藤田 孟司氏 大根田裕之 宮城 佐藤 和夫 492± 01：31．14 96．8�
510 メイショウカミタカ 牡3黒鹿56 三浦 皇成松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 476＋ 21：32．48 470．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，663，400円 複勝： 95，378，700円 枠連： 11，546，800円
馬連： 39，014，400円 馬単： 39，787，100円 ワイド： 22，372，200円
3連複： 53，931，300円 3連単： 130，612，100円 計： 422，306，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 2，960円 � 210円 枠 連（3－7） 4，930円

馬 連 �� 9，700円 馬 単 �� 12，420円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 250円 �� 9，850円

3 連 複 ��� 19，710円 3 連 単 ��� 91，890円

票 数

単勝票数 計 296634 的中 � 203356（1番人気）
複勝票数 計 953787 的中 � 737323（1番人気）� 2003（13番人気）� 44095（3番人気）
枠連票数 計 115468 的中 （3－7） 1732（12番人気）
馬連票数 計 390144 的中 �� 2969（16番人気）
馬単票数 計 397871 的中 �� 2366（22番人気）
ワイド票数 計 223722 的中 �� 1762（22番人気）�� 27241（2番人気）�� 489（47番人気）
3連複票数 計 539313 的中 ��� 2020（40番人気）
3連単票数 計1306121 的中 ��� 1049（164番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．5―12．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．9―48．4―1：01．0―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレパード �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．5 京都2着

2010．4．24生 牡3栃栗 母 スウィフトレディー 母母 エマーズロッカ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラッソ号・メイショウカミタカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月19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 シゲルリブラ号・テイエムデンゲキ号
※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。

01064 1月19日 晴 稍重 （25京都1）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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

56 � エーシンゴールド 牡3鹿 56 C．ルメール�栄進堂 野中 賢二 米 RMF Thor-
oughbreds 524 ―1：55．2 1．4�

（仏）

68 ミヤジマッキー 牡3鹿 56 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 488 ― 〃 クビ 7．2�
811 カ ト ラ ス �3芦 56 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 448 ―1：55．62	 26．9�
33 ラローザブル 牡3栗 56 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B486 ―1：55．91
 107．4�
11 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 534 ―1：56．0	 18．5�
812 ミッキーピオーネ 牡3芦 56 岩田 康誠野田みづき氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500 ―1：57．06 5．2	
44 マ ゼ ー ル 牡3鹿 56 川田 将雅寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 502 ―1：58．38 26．0

79 � ジャルダンスクレ 牝3鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Dell Ridge

Farm, LLC 480 ―1：58．5
 23．4�
55 クリノロブソン 牡3黒鹿56 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 ダイヤモンドファーム 448 ―1：58．6
 135．6�
710 マルサンムテキ 牝3黒鹿54 和田 竜二松井三千年氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 484 ―1：59．02	 67．2
22 イソノジャパン 牡3鹿 56 国分 恭介磯野 俊雄氏 野村 彰彦 浦河トラストスリーファーム 502 ―2：04．7大差 133．9�

（11頭）
67 レゾンドールシチー 牡3栗 56 国分 優作 �友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 490 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，840，700円 複勝： 64，403，000円 枠連： 10，207，600円
馬連： 29，933，100円 馬単： 27，939，500円 ワイド： 15，401，000円
3連複： 38，950，700円 3連単： 85，061，500円 計： 291，737，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 350円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 差引計 198407（返還計 3235） 的中 � 113163（1番人気）
複勝票数 差引計 644030（返還計 7412） 的中 � 457838（1番人気）� 42897（3番人気）� 15583（5番人気）
枠連票数 差引計 102076（返還計 542） 的中 （5－6） 19116（2番人気）
馬連票数 差引計 299331（返還計 13379） 的中 �� 45427（2番人気）
馬単票数 差引計 279395（返還計 11739） 的中 �� 31485（2番人気）
ワイド票数 差引計 154010（返還計 10804） 的中 �� 18758（2番人気）�� 7569（6番人気）�� 2868（14番人気）
3連複票数 差引計 389507（返還計 39235） 的中 ��� 14066（7番人気）
3連単票数 差引計 850615（返還計 70038） 的中 ��� 13371（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．4―49．9―1：03．5―1：16．8―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンゴールド �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pulpit 初出走

2010．5．3生 牡3鹿 母 Home From Oz 母母 Tap Your Heels 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走除外〕 レゾンドールシチー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イソノジャパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月19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。



01065 1月19日 晴 良 （25京都1）第6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

24 レッドジゼル 牝3鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 450－101：36．4 3．0�
47 リオグランデ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 4 〃 クビ 10．6�
714 シ ン ネ ン 牡3栗 56 W．ビュイック 林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 488＋ 21：36．5クビ 6．4�

（英）

23 サンセットスカイ 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 21：37．03 5．8�

36 ロングローア 牡3栗 56 三浦 皇成中井 敏雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤英牧場 502－161：37．21� 16．8	
11 セントアモーレ 牝3鹿 54 荻野 琢真谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 414－ 21：37．94 153．3

815 フューチャステップ 牡3鹿 56 C．ルメール 嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 458＋ 4 〃 ハナ 12．9�

（仏）

510� エーシンザホット 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du
Quesnay 486－ 21：38．11	 5．7�

612 ドラゴンサクラ 牝3青鹿54 池添 謙一大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428－10 〃 クビ 31．3

611 ジョウショーピアス 牝3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B438－ 21：38．3
 254．5�
35 ゴールデンリーフ 牝3鹿 54 国分 優作冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 414－ 41：38．51� 38．8�
48 ハッピーポケット 牝3黒鹿54 武 豊馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 460± 01：38．71� 35．7�
59 ヒドゥンブレイド 牡3黒鹿56 藤岡 佑介有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 アタマ 65．2�
12 � エーシンヘラ 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 仏

Haras des Sablon-
nets, Comte Herve
de Talhouet－Roy

402－361：38．91� 220．6�
816 プランタンビジュー 牝3鹿 54 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 448－181：40．17 15．3�
713 ザッツトライアンフ 牡3鹿 56 川須 栄彦桑畑 �信氏 橋口弘次郎 新冠 松浦牧場 412＋10 〃 クビ 135．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，152，300円 複勝： 44，167，800円 枠連： 17，577，100円
馬連： 46，840，400円 馬単： 28，411，300円 ワイド： 24，498，800円
3連複： 63，901，400円 3連単： 90，705，900円 計： 340，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 270円 � 200円 枠 連（2－4） 970円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 710円 �� 460円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 16，110円

票 数

単勝票数 計 241523 的中 � 64423（1番人気）
複勝票数 計 441678 的中 � 97578（1番人気）� 36054（5番人気）� 58349（4番人気）
枠連票数 計 175771 的中 （2－4） 13482（4番人気）
馬連票数 計 468404 的中 �� 18803（6番人気）
馬単票数 計 284113 的中 �� 6989（7番人気）
ワイド票数 計 244988 的中 �� 8483（7番人気）�� 14058（2番人気）�� 5587（13番人気）
3連複票数 計 639014 的中 ��� 15160（5番人気）
3連単票数 計 907059 的中 ��� 4157（25番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．6―12．3―12．4―12．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．6―47．9―1：00．3―1：12．7―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドジゼル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．21 京都2着

2010．3．13生 牝3鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 3戦1勝 賞金 8，300，000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） 1頭 シゲルワシザ号
（非抽選馬） 5頭 クリアモーメント号・テイエムメデル号・ベストブレーン号・ミッキーマンデー号・ライブリシュネル号
※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。

01066 1月19日 晴 稍重 （25京都1）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・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
1：21．9
1：21．5

重
不良

24 アルテミシア 牝3鹿 54 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 468 ―1：28．0 46．5�
713 アンジュプリエール 牝3芦 54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 484 ―1：28．1� 5．1�
23 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 荻野 琢真小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 448 ―1：28．41� 13．3�
48 プリンセスムーン 牝3栗 54 北村 友一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 476 ―1：28．5� 2．4�
714 メメキューティー 牝3栗 54 武 豊本谷 惠氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478 ―1：28．6クビ 7．7�
510 スマートマリン 牝3栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘 434 ―1：28．81� 12．6	
611 タガノゴッデス 牝3黒鹿54 鮫島 良太八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 432 ―1：29．22� 20．9

36 ステラフェリーチェ 牝3芦 54 和田 竜二�ヒダカファーム小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 446 ―1：29．73 33．5�

（コソット）

816 タガノレオーネ 牝3鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484 ― 〃 クビ 6．0

12 クリノフジヤマ 牝3栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 むかわ 小林 孝幸 440 ―1：29．91� 255．6�
612 ペプチドパール 牝3黒鹿54 上村 洋行沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 450 ―1：30．11� 75．6�
815 メイショウスイート 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生松本 好�氏 千田 輝彦 浦河 多田 善弘 468 ― 〃 クビ 146．4�
11 キリノトップジョー 牝3鹿 54 小林 徹弥�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 416 ―1：30．2クビ 54．2�
59 マルカイーグル 牝3鹿 54 国分 恭介原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 434 ―1：30．62� 42．5�
35 ワキノグレース 牝3鹿 54 浜中 俊脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 広田牧場 464 ―1：32．19 33．1�

（15頭）
47 アグネスエリイ 牝3鹿 54 川田 将雅渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 17，741，300円 複勝： 27，934，500円 枠連： 14，175，100円
馬連： 35，025，800円 馬単： 23，677，000円 ワイド： 19，347，900円
3連複： 44，771，800円 3連単： 66，791，300円 計： 249，464，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，650円 複 勝 � 910円 � 220円 � 380円 枠 連（2－7） 1，420円

馬 連 �� 11，000円 馬 単 �� 29，230円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 4，860円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 38，650円 3 連 単 ��� 344，700円

票 数

単勝票数 計 177413 的中 � 3010（11番人気）
複勝票数 計 279345 的中 � 6870（10番人気）� 40610（2番人気）� 19199（6番人気）
枠連票数 計 141751 的中 （2－7） 7397（7番人気）
馬連票数 計 350258 的中 �� 2351（29番人気）
馬単票数 計 236770 的中 �� 598（69番人気）
ワイド票数 計 193479 的中 �� 1584（29番人気）�� 959（44番人気）�� 4531（10番人気）
3連複票数 計 447718 的中 ��� 855（101番人気）
3連単票数 計 667913 的中 ��� 143（710番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．4―13．0―13．0―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．2―49．2―1：02．2―1：14．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F38．8
3 4，13（6，16）（8，14）1（10，12）（3，11，15）9，2＝5 4 ・（4，13）（6，16，14）8（1，10）3（2，11，12）15，9＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アルテミシア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2010．5．29生 牝3鹿 母 エイシンアイノウタ 母母 エイシンララミー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 アグネスエリイ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エーシンスパイシー号・オクターヴ号・ストロンボリ号・ハギノレビュー号・プントインアリア号・

メイショウツバクロ号・モマ号・ワンダーフロレゾン号



01067 1月19日 晴 稍重 （25京都1）第6日 第7競走 ��
��1，200�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 7，200，000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

816 シゲルシバグリ 牡4栗 56 岩田 康誠森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 496＋ 21：12．1 4．3�
11 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 472－ 6 〃 ハナ 3．6�
815 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 北村 友一吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 436＋ 61：12．63 8．8�
47 � ウエスタンムサシ 牡4芦 56 武 豊西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 504＋ 41：12．81 4．2�
35 	 シゲルカリン 牡4栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. B494＋ 4 〃 クビ 15．6�
24 ブラックイレブン 牡6黒鹿57 国分 恭介吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 458－ 41：13．01
 23．3�
59 ミヤジチョビ 牡4栗 56 浜中 俊曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 B468＋161：13．53 17．5	
12 オリーブジュエル 牝4青鹿54 W．ビュイック 
社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 456－121：13．81� 11．0�

（英）

48 � ケイズイーグル 牡4鹿 56
53 ▲横山 和生 IHR 境 直行 新ひだか 山本 昇寿 486＋ 2 〃 ハナ 195．3�

23 キクノフェーデ 牡6鹿 57 三浦 皇成菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 530＋ 6 〃 クビ 73．0
713� アークイクシオン 牡4黒鹿56 荻野 琢真門野 文典氏 作田 誠二 浦河 向別牧場 B468＋ 2 〃 ハナ 225．3�
611 スズカヘリオス 牡4栗 56 鮫島 良太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 466－ 61：14．01� 88．3�
714 エーティーオヤブン 牡4栗 56 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：14．1� 20．3�
510 カシノチョッパー 牡4黒鹿56 小牧 太柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 468± 01：14．2クビ 22．3�
36 	 アスターポメリー 牡5栗 57 和田 竜二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe 448＋121：15．15 77．9�
612 キ ー メ ー ル 牡4鹿 56 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 496－ 21：15．41� 328．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，324，900円 複勝： 37，941，200円 枠連： 17，903，500円
馬連： 50，017，400円 馬単： 30，541，500円 ワイド： 23，997，900円
3連複： 67，232，100円 3連単： 100，355，600円 計： 350，314，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 150円 � 200円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 340円 �� 570円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 9，340円

票 数

単勝票数 計 223249 的中 � 40976（3番人気）
複勝票数 計 379412 的中 � 74236（2番人気）� 75264（1番人気）� 44211（4番人気）
枠連票数 計 179035 的中 （1－8） 32563（1番人気）
馬連票数 計 500174 的中 �� 43823（1番人気）
馬単票数 計 305415 的中 �� 13489（1番人気）
ワイド票数 計 239979 的中 �� 18763（1番人気）�� 9981（6番人気）�� 12693（4番人気）
3連複票数 計 672321 的中 ��� 26255（2番人気）
3連単票数 計1003556 的中 ��� 7931（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．4―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルシバグリ �
�
父 トワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．30 小倉1着

2009．3．30生 牡4栗 母 ケイエフキセキ 母母 フミノスキー 16戦2勝 賞金 22，520，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドントゥリバーレ号
※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。

01068 1月19日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25京都1）第6日 第8競走 ��3，170�

うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走14時00分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード3：28．4良・良

33 テイエムハリアー 牡7芦 61 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 460＋ 43：32．1 1．7�
22 コスモソユーズ 牡5栗 59 五十嵐雄祐 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 504＋ 43：32．41� 34．0�
69 � スマートステージ �8鹿 59 横山 義行大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 498－ 43：33．14 21．1�
711� マ サ ラ イ ト 牡9鹿 60 植野 貴也丸井サカミ氏 増本 豊 三石 本桐牧場 506＋ 83：33．41� 109．0�
58 ダイシングロウ 牡9黒鹿60 西谷 誠大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 522－ 83：34．25 3．4�
712 アグネスハイヤー 牡7鹿 59 林 満明渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 474± 03：34．41	 24．8	
34 オウケンウッド 牡5芦 59 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 466＋103：34．61
 43．4

813 シゲルジュウヤク 牡5栗 61 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 500＋20 〃 クビ 13．2�
11 サンレイランキング 牡6鹿 59 黒岩 悠永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 466＋ 63：36．09 95．6�
57 パ ゴ ダ 牡7鹿 59 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 542＋ 23：39．3大差 197．1
45 スズマーシャル 牡7栗 59 浜野谷憲尚成田 隆好氏 根本 康広 三石 小河 豊水 470± 03：40．25 83．1�
46 ローレルレヴァータ �6鹿 59 金子 光希 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 502－ 4 （競走中止） 169．7�
610 マイネルパルティア 牡8鹿 59 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 506－ 2 （競走中止） 47．4�
814 ディアプリンシパル 牡8青 60 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 490± 0 （競走中止） 14．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，785，000円 複勝： 49，757，300円 枠連： 18，843，400円
馬連： 47，613，800円 馬単： 39，618，900円 ワイド： 23，973，100円
3連複： 68，481，200円 3連単： 147，229，500円 計： 417，302，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 550円 � 440円 枠 連（2－3） 1，770円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 860円 �� 660円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 33，170円

票 数

単勝票数 計 217850 的中 � 106106（1番人気）
複勝票数 計 497573 的中 � 297122（1番人気）� 10799（7番人気）� 14360（6番人気）
枠連票数 計 188434 的中 （2－3） 7857（6番人気）
馬連票数 計 476138 的中 �� 17523（6番人気）
馬単票数 計 396189 的中 �� 9595（7番人気）
ワイド票数 計 239731 的中 �� 6988（9番人気）�� 9425（5番人気）�� 1565（32番人気）
3連複票数 計 684812 的中 ��� 5465（23番人気）
3連単票数 計1472295 的中 ��� 3276（83番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．3－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムハリアー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ステートリードン デビュー 2009．1．4 京都6着

2006．4．30生 牡7芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：17戦8勝 賞金 196，364，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 ディアプリンシパル号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

マイネルパルティア号は，1周目6号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ディアプリンシパル」号に触れ，転倒したため競
走中止。
ローレルレヴァータ号は，2周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アグネスミヌエット号・オンワードデューク号・ジャポニズム号・マルカファントム号・モルエラン号
（非抽選馬） 2頭 オンワードシェルタ号・シゲルゴユウサン号



01069 1月19日 晴 良 （25京都1）第6日 第9競走 ��
��1，600�

は な み こ う じ

花 見 小 路 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

11 サンライズメジャー 牡4栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 488＋ 41：34．5 3．6�
56 � ノーブルジュエリー 牝5黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 508± 01：34．71 2．7�

（仏）

812 デンコウジュピター 牡5鹿 57 川須 栄彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 518＋141：35．01	 19．0�
67 カピオラニパレス 牡5芦 57 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 524＋ 6 〃 クビ 24．9�
79 タガノザイオン 牡6鹿 57 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B496＋ 61：35．21 7．2�
811 エアジェルブロワ 牝4黒鹿54 浜中 俊 	ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 476－ 21：35．73 4．2

33 ゴーイングストーン 牡4栗 56 幸 英明林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 486＋16 〃 アタマ 87．9�
68 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 北村 友一西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 464－ 6 〃 アタマ 65．1�
44 アルティシムス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �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 460＋141：36．12
 30．6
710 ハードダダンダン 牡6黒鹿57 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 468＋ 81：37．05 156．2�
55 マイネボヌール 牝4青鹿54 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：37．31	 55．2�
22 サ ン ビ ー ム 牡5黒鹿57 小牧 太�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 528＋ 81：40．5大差 19．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，935，500円 複勝： 56，815，400円 枠連： 16，982，300円
馬連： 86，816，300円 馬単： 53，838，000円 ワイド： 34，945，100円
3連複： 101，618，100円 3連単： 203，300，000円 計： 588，250，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 140円 � 400円 枠 連（1－5） 460円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，020円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 9，490円

票 数

単勝票数 計 339355 的中 � 74425（2番人気）
複勝票数 計 568154 的中 � 130238（2番人気）� 133478（1番人気）� 24344（6番人気）
枠連票数 計 169823 的中 （1－5） 27406（1番人気）
馬連票数 計 868163 的中 �� 132344（1番人気）
馬単票数 計 538380 的中 �� 37717（2番人気）
ワイド票数 計 349451 的中 �� 52140（1番人気）�� 7351（11番人気）�� 8224（9番人気）
3連複票数 計1016181 的中 ��� 34080（5番人気）
3連単票数 計2033000 的中 ��� 15813（25番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―12．1―12．1―12．1―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．8―46．9―59．0―1：11．1―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．3．18 阪神3着

2009．4．6生 牡4栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress 8戦3勝 賞金 37，577，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンビーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月19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。

01070 1月19日 晴 良 （25京都1）第6日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス
発走15時10分 （芝・右）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 リヤンドファミユ 牡3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 436－ 62：01．7 3．4�

88 マイネルクロップ 牡3芦 56 W．ビュイック �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 488－122：01．91� 22．1�
（英）

11 メイケイペガスター 牡3青 56 武 豊名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498± 0 〃 ハナ 5．3�

33 ミヤジタイガ 牡3鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 482－ 82：02．22 5．1�
89 アドマイヤオウジャ 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 452± 02：02．52 2．3	
66 サンガヴィーノ 牡3栗 56 C．ルメール 有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 466± 02：02．71	 65．5


（仏）

22 ノースパストラル 牝3鹿 54 幸 英明�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480± 02：02．9
 61．2�
55 タガノバスター 牡3栗 56 横山 和生八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋142：03．32	 41．7�
77 ラ シ ー マ 牡3鹿 56 川須 栄彦桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 480－ 4 〃 同着 43．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，676，300円 複勝： 74，143，700円 枠連： 18，722，900円
馬連： 116，744，500円 馬単： 89，037，100円 ワイド： 40，884，700円
3連複： 125，267，200円 3連単： 360，978，300円 計： 886，454，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 410円 � 230円 枠 連（4－8） 300円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 440円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 28，710円

票 数

単勝票数 計 606763 的中 � 143502（2番人気）
複勝票数 計 741437 的中 � 173644（2番人気）� 36908（5番人気）� 83628（4番人気）
枠連票数 計 187229 的中 （4－8） 46174（1番人気）
馬連票数 計1167445 的中 �� 25023（9番人気）
馬単票数 計 890371 的中 �� 13406（14番人気）
ワイド票数 計 408847 的中 �� 9687（9番人気）�� 24554（5番人気）�� 9281（10番人気）
3連複票数 計1252672 的中 ��� 20314（13番人気）
3連単票数 計3609783 的中 ��� 9281（79番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．0―13．3―13．0―13．1―12．2―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�
12．4―23．1―35．1―48．4―1：01．4―1：14．5―1：26．7―1：38．6―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
5－7，8－3（2，9）（4，6）－1
5，8（7，3）2（4，9）6，1

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

勝馬の
紹 介

リヤンドファミユ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．12．9 阪神2着

2010．4．27生 牡3鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 3戦2勝 賞金 27，017，000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。



01071 1月19日 晴 良 （25京都1）第6日 第11競走 ��
��1，600�第48回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳52�5歳以上53�，収得賞金1，600万円毎1�
増，�：4歳54�5歳以上55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

34 ハナズゴール 牝4栗 54 浜中 俊M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 422＋ 21：34．3 1．7�
58 エーシンメンフィス 牝5鹿 55 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 508± 01：34．72	 6．9�
610 ベストクルーズ 牝6芦 53 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 440－ 2 〃 クビ 40．8�
45 クィーンズバーン 牝5黒鹿54 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 16．3�
46 サクラクローバー 牝6鹿 54 幸 英明�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 468－ 21：34．8クビ 22．4�
712 アプリコットフィズ 牝6黒鹿56 武 豊 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 アタマ 30．7

11 ア カ ン サ ス 牝5青 54 三浦 皇成�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 444－ 61：35．22	 17．0�
69 フラワーロック 牝5鹿 53 岩田 康誠	酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 470－ 21：35．41
 46．0�
814 エーシンリターンズ 牝6栗 55 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 464－ 41：35．5	 20．5
57 アスカトップレディ 牝6黒鹿54 酒井 学上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 474－ 21：35．6	 14．6�
33 レディアルバローザ 牝6鹿 55 C．ルメール �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 498＋14 〃 クビ 10．3�

（仏）

813 シースナイプ 牝6鹿 54 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 アタマ 119．4�
22 オウケンサクラ 牝6鹿 54 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 506－ 2 〃 ハナ 124．4�
711 アンチュラス 牝4鹿 53 池添 謙一�G1レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 454－ 41：36．23	 46．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 115，392，200円 複勝： 172，323，800円 枠連： 83，989，600円
馬連： 406，314，200円 馬単： 237，691，100円 ワイド： 159，530，100円
3連複： 578，313，400円 3連単： 1，170，276，600円 計： 2，923，831，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 410円 枠 連（3－5） 350円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 320円 �� 780円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 14，580円

票 数

単勝票数 計1153922 的中 � 567842（1番人気）
複勝票数 計1723238 的中 � 687521（1番人気）� 207327（2番人気）� 64988（9番人気）
枠連票数 計 839896 的中 （3－5） 181366（1番人気）
馬連票数 計4063142 的中 �� 435676（1番人気）
馬単票数 計2376911 的中 �� 198037（1番人気）
ワイド票数 計1595301 的中 �� 141453（1番人気）�� 48474（8番人気）�� 15803（29番人気）
3連複票数 計5783134 的中 ��� 75056（19番人気）
3連単票数 計11702766 的中 ��� 59275（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．1―11．8―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―47．8―59．6―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナズゴール �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2011．10．8 東京1着

2009．4．24生 牝4栗 母 シャンハイジェル 母母 ロイヤルジェリー 12戦5勝 賞金 119，000，000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。

01072 1月19日 晴 良 （25京都1）第6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）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，000，000
2，000，000

円
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 オーシャンフリート 牝5栗 55 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 496－ 41：25．0 1．8�
611 マイユクール 牝5黒鹿55 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 448± 01：25．1� 6．9�
47 プントバンコ 牝5青鹿55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 464± 01：25．2� 25．3�
48 ビタースウィート 牝6鹿 55 川須 栄彦�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 458＋ 4 〃 同着 30．6�
11 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 55 小牧 太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B492＋ 61：25．3� 5．9	
612 アルディートプリエ 牝4黒鹿54 国分 優作吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 21：25．4クビ 96．3

24 � ラヴフェアリー 牝5鹿 55 国分 恭介村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 444± 01：25．5� 123．5�
35 メイショウスズラン 牝6栗 55 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 506－ 4 〃 クビ 221．2�
12 スマイリングムーン 牝5黒鹿55 幸 英明吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム 498－101：25．71	 69．1
815� デ ン フ ァ レ 牝6栗 55 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488± 0 〃 ハナ 35．6�
816� ノベンバーペガサス 牝5黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 482－ 61：25．91	 23．0�
714 ウインアルエット 牝4鹿 54 浜中 俊�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 6 〃 クビ 58．9�
510 ピュアマリーン 牝7栗 55 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 456－ 61：26．11	 390．5�
59 カナエチャン 牝5青鹿55 三浦 皇成瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 450－ 21：26．63 74．9�
713 サクセスセレーネ 牝4黒鹿54 岩田 康誠髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 432＋ 41：27．45 7．0�
23 ラ フ ァ ダ リ 牝4黒鹿54 和田 竜二 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 81：27．61	 38．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，089，700円 複勝： 82，716，100円 枠連： 35，306，000円
馬連： 133，749，800円 馬単： 85，890，900円 ワイド： 58，267，300円
3連複： 169，195，700円 3連単： 360，294，600円 計： 975，510，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 �
�

300円
270円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 180円 ��
��

390円
440円

��
��

800円
1，040円

3 連 複 ���
���

1，310円
1，580円 3 連 単 ���

���
3，130円
4，210円

票 数

単勝票数 計 500897 的中 � 223747（1番人気）
複勝票数 計 827161 的中 �

�
276487
39209

（1番人気）
（5番人気）

� 131188（2番人気）� 33458（6番人気）

枠連票数 計 353060 的中 （3－6） 52244（1番人気）
馬連票数 計1337498 的中 �� 188918（1番人気）
馬単票数 計 858909 的中 �� 84689（2番人気）
ワイド票数 計 582673 的中 ��

��
69005
9295
（1番人気）
（13番人気）

��
��

21877
7031
（6番人気）
（15番人気）

�� 18422（8番人気）

3連複票数 計1691957 的中 ��� 48071（5番人気）��� 39344（6番人気）
3連単票数 計3602946 的中 ��� 42615（9番人気）��� 31550（13番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．4―12．2―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．7―47．9―1：00．2―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．10．10 京都5着

2008．3．19生 牝5栗 母 ウインクパール 母母 キソティック 13戦4勝 賞金 57，284，000円



（25京都1）第6日 1月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 171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

252，450，000円
8，460，000円
1，940，000円
22，880，000円
62，033，500円
5，358，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
433，964，700円
804，467，900円
264，078，000円
1，062，517，900円
710，713，900円
460，373，000円
1，414，453，700円
2，888，544，500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 8，039，113，600円

総入場人員 15，729名 （有料入場人員 14，106名）
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