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01073 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

815 トゥルーカラーズ 牝3鹿 54 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 434＋ 41：14．0 13．3�
23 ビーマイラブ 牝3鹿 54 高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 492－ 2 〃 クビ 6．0�
48 スピリットレイク 牝3鹿 54 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 81：14．1� 3．1�
714 ハッピーチャート 牝3芦 54 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場 462＋ 21：14．2� 3．2�
59 クリノアンデス 牝3鹿 54 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 競優牧場 414＋ 21：14．52 176．1	
12 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－101：14．6� 5．4

11 セイントデジタル 牝3栗 54 中村 将之中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 452＋ 21：14．7� 31．7�
611 ワイングラス 牝3栗 54 酒井 学猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 450－ 21：15．01� 20．7�
510 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54 上村 洋行 �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 422＋ 6 〃 ハナ 29．4
713 カシノレアネス 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 426－ 21：15．2� 301．1�
612 カシノガーネット 牝3黒鹿54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 436＋ 41：15．62� 164．1�
816 ジョウショーレディ 牝3鹿 54 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 434± 01：16．02� 213．8�
24 オトメザミッキー 牝3栗 54 古川 吉洋三木 久史氏 福島 信晴 安平 吉田牧場 426－ 21：16．32 77．6�
36 ク ー ル ナ ミ 牝3鹿 54 熊沢 重文川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 414＋ 2 〃 クビ 144．9�
35 ヴェールフォンセ 牝3鹿 54

51 ▲水口 優也吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 388－ 21：16．83 333．6�
47 メイショウバイシ 牝3黒鹿54 中舘 英二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 三嶋牧場 412＋ 81：17．22� 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，465，600円 複勝： 29，531，700円 枠連： 10，400，300円
馬連： 40，506，900円 馬単： 27，920，900円 ワイド： 19，103，100円
3連複： 57，817，200円 3連単： 87，377，300円 計： 289，123，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 280円 � 200円 � 150円 枠 連（2－8） 3，860円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 11，650円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 570円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 29，860円

票 数

単勝票数 計 164656 的中 � 9756（5番人気）
複勝票数 計 295317 的中 � 22991（5番人気）� 39147（4番人気）� 64843（2番人気）
枠連票数 計 104003 的中 （2－8） 1991（15番人気）
馬連票数 計 405069 的中 �� 6440（17番人気）
馬単票数 計 279209 的中 �� 1770（38番人気）
ワイド票数 計 191031 的中 �� 3244（20番人気）�� 8494（7番人気）�� 11415（5番人気）
3連複票数 計 578172 的中 ��� 11825（9番人気）
3連単票数 計 873773 的中 ��� 2160（92番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．7―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．7―48．4―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥルーカラーズ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．17 東京8着

2010．3．9生 牝3鹿 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ 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 ニシノモンクス号
（非抽選馬） 1頭 イニシャルダブル号

01074 1月20日 晴 良 （25京都1）第7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

47 � サトノプリンシパル 牡3鹿 56 荻野 琢真里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida 536＋ 81：53．8 4．0�

11 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 468－ 41：54．54 63．0�
59 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480± 01：54．82 3．3�
712� アンシャックルド 牡3栗 56 上村 洋行�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B510＋ 81：55．86 74．4�
22 メイショウオトワカ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 482± 01：56．22� 23．2	
35 ウ ル フ 牡3黒鹿56 酒井 学�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 460－ 41：56．73 42．6

34 � ヒシストーミイ 牝3栗 54 古川 吉洋阿部 雅英氏 角田 晃一 米 Masa-

ichiro Abe 448± 0 〃 アタマ 149．9�
46 � エイシンガリレイ 牡3鹿 56 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 愛 Smithfield

Inc 512± 01：56．8� 13．6�
815 ワイルドアンセム 牡3鹿 56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 484± 01：56．9クビ 11．4
814 ナガラセンプー 牡3栃栗 56

53 ▲水口 優也長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 444－ 21：57．11� 16．8�

713 ナムライットウセイ 牡3黒鹿56 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 460± 01：57．73� 3．4�
23 メイショウオニグマ 牡3黒鹿56 石橋 守松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 484± 0 〃 ハナ 25．5�
611 デスティニーシチー 牡3栗 56 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 472＋ 41：58．65 69．1�
58 ブルータペストリー 牡3青 56 藤田 伸二吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 488－102：00．210 44．5�
610 コルブラント 牡3鹿 56 国分 恭介永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 474＋ 42：00．41� 151．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，035，500円 複勝： 34，205，500円 枠連： 12，691，300円
馬連： 41，626，400円 馬単： 28，539，600円 ワイド： 23，138，800円
3連複： 60，388，900円 3連単： 90，554，600円 計： 312，180，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 1，330円 � 160円 枠 連（1－4） 9，630円

馬 連 �� 14，560円 馬 単 �� 22，060円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 450円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 22，390円 3 連 単 ��� 149，180円

票 数

単勝票数 計 210355 的中 � 41751（3番人気）
複勝票数 計 342055 的中 � 55414（3番人気）� 4552（12番人気）� 73342（1番人気）
枠連票数 計 126913 的中 （1－4） 973（24番人気）
馬連票数 計 416264 的中 �� 2110（39番人気）
馬単票数 計 285396 的中 �� 955（63番人気）
ワイド票数 計 231388 的中 �� 1322（39番人気）�� 14338（3番人気）�� 1489（37番人気）
3連複票数 計 603889 的中 ��� 1991（63番人気）
3連単票数 計 905546 的中 ��� 448（387番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．6―49．4―1：02．0―1：14．7―1：27．3―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
1（7，6）8（4，5）（13，11）14（3，15）10－9，12－2・（1，7）－（5，6，12）4（13，8）（14，9）（11，2）15－3，10

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

勝馬の
紹 介

�サトノプリンシパル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．1．5 京都7着

2010．5．1生 牡3鹿 母 Toroca 母母 Grand Falls 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 メイショウオトワカ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ウルフ号の騎手酒井学は，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30，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルータペストリー号・コルブラント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月

20日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 テイエムシシーポス号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※メイショウオニグマ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 京都競馬 第７日



01075 1月20日 晴 良 （25京都1）第7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）

牝，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
1：21．9
1：21．5

重
不良

77 � タンスチョキン 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 456± 01：24．9 11．4�
11 サウンドアドバイス 牝3栗 54 国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 21：25．64 9．5�
44 ダブルファンタジー 牝3栗 54 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 492＋ 4 〃 クビ 1．7�
66 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿54 池添 謙一蛭川 正文氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466＋ 21：25．92 5．0�
55 タガノハピネス 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 61：26．21� 12．0�
33 ボストンビリーヴ 牝3栗 54 高倉 稜ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464＋ 21：26．3� 8．6	
88 テイエムナデシコ 牝3黒鹿54 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476± 01：26．4� 25．3

22 メイショウホマレ 牝3栗 54 鮫島 良太松本 和子氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 442＋ 81：28．010 56．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 23，354，700円 複勝： 36，273，900円 枠連： 発売なし
馬連： 39，431，300円 馬単： 30，570，100円 ワイド： 17，163，300円
3連複： 48，733，400円 3連単： 120，846，200円 計： 316，372，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 200円 � 250円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 410円 �� 380円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 計 233547 的中 � 16213（5番人気）
複勝票数 計 362739 的中 � 32652（3番人気）� 22495（6番人気）� 175528（1番人気）
馬連票数 計 394313 的中 �� 16720（6番人気）
馬単票数 計 305701 的中 �� 5212（18番人気）
ワイド票数 計 171633 的中 �� 10166（6番人気）�� 11103（5番人気）�� 12813（3番人気）
3連複票数 計 487334 的中 ��� 22554（6番人気）
3連単票数 計1208462 的中 ��� 6367（52番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．5―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．7―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タンスチョキン �

父 ストラヴィンスキー �


母父 Seattle Slew

2010．3．8生 牝3鹿 母 ジャウンティング 母母 Jode 8戦1勝 賞金 10，750，000円
地方デビュー 2012．6．19 門別

01076 1月20日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都1）第7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

811� ウォークラウン 牡7鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen
Associates 518－ 63：18．5 6．0�

79 タマモオンゾウシ 牡4栗 59 熊沢 重文タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 504－ 43：19．13� 1．6�
33 ボンバルディエーレ �7芦 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480± 03：19．73� 68．6�
44 メイショウブシドウ 牡4青鹿59 小坂 忠士松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 460＋ 43：20．12� 5．2�
55 リリーアタッカー 牡4栗 59 田村 太雅土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 482＋103：20．41	 54．6�
812 センシズバイオ 牡4栗 59 白浜 雄造バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 500－ 83：20．82� 13．1	
67 ライジングバイオ 牡8鹿 60 黒岩 悠バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 492＋103：22．18 73．1

710 ドラゴンフライ �4鹿 59 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 462± 03：22．84 86．6�
11 ハ ナ カ ゲ 牝5栗 58 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 434－ 83：23．22� 65．3�
56 イキシアグレイド 牡4青鹿59 浜野谷憲尚川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 476± 03：23．83� 43．0�
22 アーリーロブスト 牡7鹿 60 西谷 誠三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 518＋12 （競走中止） 10．5�

（11頭）
68 � エーシンテュポーン 牡6鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 17，434，800円 複勝： 34，125，100円 枠連： 8，871，700円
馬連： 29，160，700円 馬単： 28，033，700円 ワイド： 13，886，700円
3連複： 40，106，500円 3連単： 92，394，500円 計： 264，013，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 110円 � 840円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，560円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 23，100円

票 数

単勝票数 計 174348 的中 � 23084（3番人気）
複勝票数 計 341251 的中 � 34404（2番人気）� 223003（1番人気）� 3346（9番人気）
枠連票数 計 88717 的中 （7－8） 26273（1番人気）
馬連票数 計 291607 的中 �� 57069（1番人気）
馬単票数 計 280337 的中 �� 16232（6番人気）
ワイド票数 計 138867 的中 �� 22639（1番人気）�� 1114（25番人気）�� 2979（13番人気）
3連複票数 計 401065 的中 ��� 7294（13番人気）
3連単票数 計 923945 的中 ��� 2952（73番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 51．5－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ウォークラウン �
�
父 War Chant �

�
母父 El Prado デビュー 2008．7．6 阪神7着

2006．3．3生 牡7鹿 母 Last Crown 母母 Six Crowns 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 エーシンテュポーン号は，騎乗予定騎手が第6日第8競走で落馬負傷し，変更騎手がいないため出走取消。
〔競走中止〕 アーリーロブスト号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 アーリーロブスト号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目3コーナーで競走を中止したことについて障害調教再審査。
※イキシアグレイド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01077 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

11 マズルファイヤー 牡3青鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 556＋ 21：49．6 1．6�
714 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 小牧 太森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 474＋ 41：50．34 15．4�
510 ワイドワンダー 牡3鹿 56 鮫島 良太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 486＋ 21：50．61� 81．3�
36 コスモサリー 牝3黒鹿54 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 8 〃 ハナ 15．5�
24 パープルルビー 牝3黒鹿54 石橋 守中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム 450－ 41：51．23� 124．4�
48 モユルオモイ 牡3栗 56 畑端 省吾 �キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 470－ 41：51．41� 120．3	
47 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿54 国分 恭介松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 430± 01：51．5� 273．3

612 サークルオブライフ 牡3栗 56 酒井 学 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 21：51．82 4．0�
35 クレバームーン 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 川越ファーム 458＋ 81：52．01� 145．5
611 スイングタキオン 牡3栗 56 小坂 忠士平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 470± 01：52．1クビ 72．4�
815 ヤマイチパートナー 牡3栗 56 佐久間寛志坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 488＋ 2 〃 ハナ 15．4�
816 コウエイアース 牡3鹿 56 池添 謙一西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 462＋161：52．63 22．1�
713 ル リ ビ タ キ 牝3鹿 54 古川 吉洋吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 442－141：53．34 17．6�
12 シゲルカラスザ �3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか マークリ牧場 480＋ 41：53．4� 300．9�
23 ヒ シ パ ー ル 牝3青鹿54 上村 洋行阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 408± 01：54．67 69．1�
59 レ ジ ー ム 牡3鹿 56 中舘 英二前田 幸治氏 大根田裕之 浦河 畔高牧場 B458－ 21：55．77 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，877，900円 複勝： 47，928，100円 枠連： 14，329，500円
馬連： 44，010，000円 馬単： 38，551，600円 ワイド： 23，359，200円
3連複： 62，392，200円 3連単： 122，755，500円 計： 375，204，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 1，170円 枠 連（1－7） 630円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，740円 �� 6，380円

3 連 複 ��� 12，250円 3 連 単 ��� 29，270円

票 数

単勝票数 計 218779 的中 � 108334（1番人気）
複勝票数 計 479281 的中 � 278325（1番人気）� 19121（5番人気）� 4740（11番人気）
枠連票数 計 143295 的中 （1－7） 16820（3番人気）
馬連票数 計 440100 的中 �� 28019（4番人気）
馬単票数 計 385516 的中 �� 15898（6番人気）
ワイド票数 計 233592 的中 �� 10793（4番人気）�� 3234（15番人気）�� 854（40番人気）
3連複票数 計 623922 的中 ��� 3761（37番人気）
3連単票数 計1227555 的中 ��� 3096（75番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．0―13．3―12．5―12．2―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．6―46．6―59．9―1：12．4―1：24．6―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マズルファイヤー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2012．6．24 阪神2着

2010．2．22生 牡3青鹿 母 ササファイヤー 母母 La Ice Queen 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走状況〕 クレバームーン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ヒシパール号の騎手上村洋行は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

パープルルビー号の騎手石橋守は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・12番）
〔調教再審査〕 クレバームーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒシパール号・レジーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月20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） 3頭 ウォーターグローレ号・セルリアンアクウー号・メイショウキョトウ号

01078 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第6競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

68 ネオヴィクトリア 牝3黒鹿54 池添 謙一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 442 ―1：37．8 4．1�
56 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 452 ―1：37．9� 3．5�
55 ドリーミートーツ 牝3青鹿54 小牧 太吉田 和美氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 448 ―1：38．32� 10．5�
812 ナリタエックス 牡3栗 56 熊沢 重文�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 454 ―1：38．51� 23．7�
22 アロウィーバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 466 ― 〃 クビ 10．1�
11 オールウェイズラブ 牝3鹿 54 中舘 英二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―1：38．6� 7．9	
710 モズマッテタワ 牝3黒鹿54 国分 恭介北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 476 ― 〃 アタマ 6．7

33 メイショウカルマン 牝3鹿 54 荻野 琢真松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 442 ―1：38．7クビ 35．8�
44 メイショウジンベエ 牡3栗 56 酒井 学松本 和子氏 坂口 正則 浦河 鮫川フアーム 458 ―1：39．44 59．4�
811 マイネルラメール 牡3鹿 56 高倉 稜 �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 490 ― 〃 クビ 25．2
67 サンレイフローラ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 450 ―1：39．61� 80．8�
79 ロードプレアデス 牡3鹿 56 藤田 伸二 �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 510 ―1：39．81� 8．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，855，300円 複勝： 31，526，000円 枠連： 13，341，700円
馬連： 42，824，100円 馬単： 29，606，000円 ワイド： 21，090，200円
3連複： 54，809，300円 3連単： 90，571，400円 計： 303，624，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 280円 枠 連（5－6） 510円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 230円 �� 770円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 12，310円

票 数

単勝票数 計 198553 的中 � 38174（2番人気）
複勝票数 計 315260 的中 � 58634（2番人気）� 71776（1番人気）� 22470（7番人気）
枠連票数 計 133417 的中 （5－6） 19691（2番人気）
馬連票数 計 428241 的中 �� 47107（1番人気）
馬単票数 計 296060 的中 �� 15834（2番人気）
ワイド票数 計 210902 的中 �� 27708（1番人気）�� 6046（11番人気）�� 6948（10番人気）
3連複票数 計 548093 的中 ��� 15884（5番人気）
3連単票数 計 905714 的中 ��� 5433（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．2―35．9―48．7―1：01．5―1：14．1―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヴィクトリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2010．3．6生 牝3黒鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 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。
〔制裁〕 ネオヴィクトリア号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：3番・6

番）
※出走取消馬 アテンファースト号（疾病〔右前肢挫創〕のため）・ヴィトレスク号（疾病〔右肩跛行〕のため）



01079 1月20日 晴 良 （25京都1）第7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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

23 デアリングプライド 牝4鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476－ 61：24．7 1．9�
47 ケリーダノビア 牝4鹿 54 古川 吉洋吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 460＋161：24．8� 56．7�
11 ブランシェール 牝5鹿 55

52 ▲水口 優也山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462－ 41：24．9� 5．9�
815 ラヴァズアゲイン 牝4栗 54 中舘 英二岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 462－ 41：25．64 14．7�
510 ダンツレアリティ 牝4栗 54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 470＋10 〃 クビ 15．0�
611� エスジーアンクル 牝4鹿 54 荻野 琢真窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 442－221：25．7クビ 28．9	
36 マウントフジ 牝5鹿 55 池添 謙一 
グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 436－ 21：26．01� 6．6�
713 キンショーキラ 牝4栗 54 鮫島 良太礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 486＋ 41：26．1クビ 211．6�
48 � メイショウオウヒ 牝5黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 460± 01：26．2� 14．7
714 エ デ ィ ン 牝4栗 54 小牧 太
ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント B462＋181：26．62� 12．1�
816� ダイヤモンドパール 牝4芦 54 高倉 稜佐々木雄二氏 清水 久詞 新冠 的場牧場 474－ 2 〃 クビ 213．7�
59 チキウミサキ 牝4青鹿54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド B448＋ 3 〃 ハナ 121．3�
24 ビューティサン 牝4黒鹿54 国分 恭介長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 456－ 81：26．7� 168．7�
612 ペプチドヒノトリ 牝4鹿 54 上村 洋行沼川 一彦氏 新川 恵 平取 坂東牧場 B460＋ 81：27．01� 47．9�
35 � ヒシアリエル 牝5黒鹿55 熊沢 重文阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 446＋ 41：27．63� 164．0�
12 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 54 酒井 学兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 444± 01：28．34 265．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，322，100円 複勝： 46，712，100円 枠連： 14，239，300円
馬連： 57，407，800円 馬単： 41，983，500円 ワイド： 30，173，100円
3連複： 80，938，000円 3連単： 141，541，000円 計： 438，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 1，040円 � 180円 枠 連（2－4） 1，090円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 260円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 36，010円

票 数

単勝票数 計 253221 的中 � 110606（1番人気）
複勝票数 計 467121 的中 � 195231（1番人気）� 6134（11番人気）� 57315（3番人気）
枠連票数 計 142393 的中 （2－4） 9657（5番人気）
馬連票数 計 574078 的中 �� 7510（18番人気）
馬単票数 計 419835 的中 �� 5063（17番人気）
ワイド票数 計 301731 的中 �� 4792（17番人気）�� 34825（2番人気）�� 2046（33番人気）
3連複票数 計 809380 的中 ��� 8974（20番人気）
3連単票数 計1415410 的中 ��� 2901（106番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．0―12．7―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．2―46．2―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デアリングプライド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Danzig デビュー 2011．10．9 京都3着

2009．4．25生 牝4鹿 母 デアリングダンジグ 母母 Impetuous Gal 11戦2勝 賞金 21，220，000円

01080 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

815 ブルータンザナイト 牡4青鹿56 熊沢 重文桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 546－ 21：54．0 15．7�
712� シゲルスターキング 牡4鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America 506＋ 4 〃 クビ 3．4�
59 エアラーテル 牡4栗 56

53 ▲水口 優也 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 462－ 81：54．1� 4．1�
58 � ミルクディッパー 牡4黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 552－ 41：54．31� 5．9�
611 アドマイヤケルソ 牡5栗 57 中舘 英二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496＋ 8 〃 アタマ 11．7�
814	 マヤノクレド 牡5鹿 57 国分 恭介田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B496－ 21：54．72� 115．3	
713� サダルメリク 牡6鹿 57 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 490－ 6 〃 ハナ 14．0

35 � シンボリストーム 牡5鹿 57 藤田 伸二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 508－ 41：55．01
 47．5�
23 ドリームチャージ 牡4鹿 56 小牧 太青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 444－ 21：55．32 36．5�
46 ハッピーストーリー 牡4黒鹿56 上村 洋行小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 532－ 21：56．25 14．9
47 ハクサンアース 牡4鹿 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム 472± 01：56．3� 90．4�
34 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 520＋281：56．51� 105．2�
11 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿55 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 498＋ 61：57．24 16．1�
610	 キレイナダケデス 牝4栗 54 高倉 稜小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 478＋ 61：57．83� 164．3�
22 ドリームキャプテン 牡4青鹿56 鮫島 良太セゾンレースホース� 中村 均 むかわ 市川牧場 470－ 21：58．75 8．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，015，500円 複勝： 41，615，700円 枠連： 21，402，600円
馬連： 64，773，400円 馬単： 39，011，700円 ワイド： 31，878，000円
3連複： 89，080，500円 3連単： 134，445，900円 計： 444，223，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 280円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 1，740円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 960円 �� 740円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 17，470円

票 数

単勝票数 計 220155 的中 � 11057（8番人気）
複勝票数 計 416157 的中 � 28492（5番人気）� 98410（1番人気）� 82867（2番人気）
枠連票数 計 214026 的中 （7－8） 9092（8番人気）
馬連票数 計 647734 的中 �� 21262（8番人気）
馬単票数 計 390117 的中 �� 4994（21番人気）
ワイド票数 計 318780 的中 �� 7463（11番人気）�� 9972（9番人気）�� 33608（1番人気）
3連複票数 計 890805 的中 ��� 31210（4番人気）
3連単票数 計1344459 的中 ��� 5680（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．6―50．6―1：03．4―1：16．2―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルータンザナイト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Lyphard デビュー 2011．12．24 阪神10着

2009．3．12生 牡4青鹿 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer 13戦2勝 賞金 17，770，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ブルータンザナイト号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 キレイナダケデス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キレイナダケデス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年2月20日まで出走できない。



01081 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第9競走 ��2，400�
む つ き

睦 月 賞
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

66 エックスマーク 牡4鹿 56 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：30．7 2．1�

67 コウエイオトメ 牝5鹿 55 池添 謙一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 478－ 42：30．8� 3．4�
78 マキハタテノール 牡4鹿 56 国分 優作�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 496± 02：30．9� 19．6�
55 ダノンマックイン 牡5黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：31．11� 4．9�
44 スズカスコーピオン 牡7鹿 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500± 02：31．31� 28．7	
811	 ローレルクラシック 牡6栗 57 酒井 学 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 504＋122：31．4� 14．5

11 ラヴィンライフ 牡7鹿 57 高倉 稜 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 22：31．5クビ 11．3�
79 メイショウスクラム 牡7鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 496－ 2 〃 クビ 120．6�
33 シゲルササグリ 牡4黒鹿56 鮫島 良太森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 496＋ 82：31．6� 54．4
22 キンショーオトヒメ 牝8栗 55 国分 恭介礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 456± 0 〃 クビ 103．6�
810 シンボリニース 
6鹿 57 中舘 英二シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 512± 02：32．34 108．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，949，500円 複勝： 49，635，400円 枠連： 19，677，100円
馬連： 85，125，800円 馬単： 60，229，800円 ワイド： 35，721，600円
3連複： 110，674，000円 3連単： 258，893，300円 計： 652，906，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 330円 枠 連（6－6） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 190円 �� 710円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 329495 的中 � 123913（1番人気）
複勝票数 計 496354 的中 � 164186（1番人気）� 100916（2番人気）� 24008（6番人気）
枠連票数 計 196771 的中 （6－6） 39148（2番人気）
馬連票数 計 851258 的中 �� 164361（1番人気）
馬単票数 計 602298 的中 �� 76492（1番人気）
ワイド票数 計 357216 的中 �� 59992（1番人気）�� 10886（10番人気）�� 6065（16番人気）
3連複票数 計1106740 的中 ��� 31578（11番人気）
3連単票数 計2588933 的中 ��� 26471（17番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―11．7―13．5―13．6―13．4―13．0―13．3―12．2―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．1―36．8―50．3―1：03．9―1：17．3―1：30．3―1：43．6―1：55．8―2：07．4―2：18．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エックスマーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2011．11．6 京都3着

2009．3．16生 牡4鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 10戦3勝 賞金 39，280，000円

01082 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第10競走 ��1，600�
いわしみず

石清水ステークス
発走15時10分（番組第11競走を順序変更） （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，24．1．21以降25．1．14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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

811 マックスドリーム �6青鹿55 上村 洋行山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 546＋ 41：34．7 7．5�
79 セイルラージ 牡6鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：35．02 3．6�
78 コスモソーンパーク 牡5青鹿56 小牧 太 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 4 〃 クビ 5．7�
810 ドリームヒーロー 牡6青鹿54 鮫島 良太田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450＋ 41：35．21� 30．0�
55 マーブルデイビー 牡7栗 51 高倉 稜下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 492＋ 61：35．3� 25．8�
22 � メイショウサミット 牡7鹿 54 中舘 英二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 540－10 〃 アタマ 15．3	
67 テーオーケンジャ 牡6栗 54 国分 優作小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 512＋101：35．4� 21．5

11 メイショウゾウセン 牡5黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 468± 01：35．5� 59．1�
44 ダンツミュータント 牡4青鹿56 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 440＋ 41：35．6� 2．6�
33 ケープタウンシチー 牝8青 52 池添 謙一 友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 476± 01：36．55 21．8�
66 ノーブルディード 牡5黒鹿57 酒井 学 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 508－ 41：37．24 24．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，777，500円 複勝： 54，144，800円 枠連： 27，096，200円
馬連： 113，855，800円 馬単： 70，850，600円 ワイド： 42，890，500円
3連複： 139，562，300円 3連単： 311，192，200円 計： 797，369，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 150円 � 190円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 460円 �� 790円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 12，070円

票 数

単勝票数 計 377775 的中 � 40079（4番人気）
複勝票数 計 541448 的中 � 59879（4番人気）� 116819（2番人気）� 72792（3番人気）
枠連票数 計 270962 的中 （7－8） 30495（2番人気）
馬連票数 計1138558 的中 �� 61969（5番人気）
馬単票数 計 708506 的中 �� 15827（11番人気）
ワイド票数 計 428905 的中 �� 23352（4番人気）�� 12468（7番人気）�� 30857（2番人気）
3連複票数 計1395623 的中 ��� 54802（3番人気）
3連単票数 計3111922 的中 ��� 19037（30番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．9―11．9―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．9―46．8―58．7―1：10．7―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 10，6，8，2（3，4）1（7，11）9－5 4 10－6（2，8，11）（3，4）（1，9，7）－5

勝馬の
紹 介

マックスドリーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2010．2．7 京都5着

2007．5．24生 �6青鹿 母 ドリーミングレイナ 母母 エ ル レ イ ナ 20戦5勝 賞金 79，520，000円

２レース目



01083 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第11競走 ��1，400�
らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時45分（番組第10競走を順序変更） （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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

36 ト ラ バ ン ト 牡5栗 57 小牧 太吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：23．3 15．8�
48 スノードラゴン 牡5芦 57 国分 優作岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 504± 0 〃 アタマ 4．2�
611 エーシンビートロン 牡7黒鹿57 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 496＋101：23．4� 2．8�
510 ルグランヴォヤージ 牡6芦 57 荻野 琢真 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B514＋ 41：23．72 80．8�
714� アイアムルビー 牝6栗 55 中舘 英二堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. 460＋281：23．8� 30．3	
12 エーシンハダル 牡6鹿 57 熊沢 重文�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B500－ 21：23．9� 16．3

35 � シゲルソウサイ 牡5鹿 57 古川 吉洋森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 506± 01：24．0� 8．9�
11 ホクセツダンス 牝5栗 55 池添 謙一平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 444＋ 21：24．21� 6．9�
23 スマイルタイム 牡6黒鹿57 藤田 伸二青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：24．3クビ 15．2
59 	 モエレジュンキン 牡6鹿 57 高倉 稜鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 466＋ 4 〃 ハナ 33．3�
24 サトノジョリー 牝4青鹿54 鮫島 良太里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 442＋ 9 〃 クビ 17．4�
713 アマノレインジャー 牡5栗 57 水口 優也中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 502－ 21：24．4クビ 30．9�
816 セブンサミッツ 牡7栗 57 国分 恭介 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 2 〃 クビ 62．3�
47 � ブルーデインヒル 牡8鹿 57 畑端 省吾 �ブルーマネジメント服部 利之 米 Britton House

Stud Ltd. 504＋ 41：24．5クビ 238．2�
815 ヒシコモンズ 牡7栗 57 小坂 忠士阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 486＋ 21：25．13� 143．4�
612� パルラメンターレ 牡6鹿 57 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 488＋121：26．69 71．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，218，300円 複勝： 91，867，300円 枠連： 73，016，900円 馬連： 289，079，900円 馬単： 147，218，300円
ワイド： 88，933，900円 3連複： 383，212，400円 3連単： 720，154，600円 5重勝： 788，248，100円 計： 2，645，949，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 390円 � 150円 � 140円 枠 連（3－4） 1，510円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 9，580円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 980円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 36，730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����� 17，109，630円

票 数

単勝票数 計 642183 的中 � 32044（6番人気）
複勝票数 計 918673 的中 � 42923（6番人気）� 176746（2番人気）� 219379（1番人気）
枠連票数 計 730169 的中 （3－4） 35746（8番人気）
馬連票数 計2890799 的中 �� 50286（17番人気）
馬単票数 計1472183 的中 �� 11347（36番人気）
ワイド票数 計 889339 的中 �� 12933（22番人気）�� 20982（10番人気）�� 86761（1番人気）
3連複票数 計3832124 的中 ��� 73994（7番人気）
3連単票数 計7201546 的中 ��� 14471（105番人気）
5重勝票数 計7882481 的中 ����� 34

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．7―12．2―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．3―46．0―58．2―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ バ ン ト �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2010．11．13 京都8着

2008．2．2生 牡5栗 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat 14戦5勝 賞金 65，933，000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 アッシュール号

01084 1月20日 晴 良 （25京都1）第7日 第12競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

611 メイショウコンカー 牡4栗 56 川田 将雅松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452± 01：52．0 8．4�
815 メイショウコロンボ 牡4青 56 酒井 学松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 476－ 81：52．1� 4．0�
59 ナポレオンバローズ 牡5黒鹿57 小牧 太猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 498＋ 41：52．73� 6．7�
712� エーシンスピーダー 牡4栗 56 池添 謙一�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 472－ 41：53．01� 3．2�
814 コウユーヒーロー 牡6青 57 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 536－ 41：53．21	 23．0�
610
 セ イ ラ 牝4栗 54 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 440－ 4 〃 ハナ 36．1	
35 タイガーシード 牡4黒鹿56 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 496± 0 〃 ハナ 8．3

58 フォルクスオーパー 牝7栗 55 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 480± 01：53．52 56．8�
23 スズカホープ �5鹿 57 中舘 英二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494＋201：54．03 9．9�
22 コウエイチャンス 牡4鹿 56 鮫島 良太伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 464－ 81：54．53 16．7
713 スペシャルイモン 牡6鹿 57

54 ▲水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 496＋101：54．6クビ 205．7�
47 アサクサマリンバ 牡6鹿 57 古川 吉洋田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 470－121：55．45 47．9�
34 ヒミノキンカメ 牡5鹿 57 上村 洋行佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 508＋ 81：57．4大差 301．2�
11 カリズマクレスト 牡7栗 57 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 522＋161：58．89 59．3�
46 ベストオブケン 牡5黒鹿57 国分 優作中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B468＋ 2 （競走中止） 192．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，129，200円 複勝： 60，418，500円 枠連： 37，128，900円
馬連： 142，941，500円 馬単： 76，279，300円 ワイド： 53，359，900円
3連複： 188，020，300円 3連単： 347，481，300円 計： 952，758，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 300円 � 170円 � 210円 枠 連（6－8） 1，350円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 740円 �� 850円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 26，850円

票 数

単勝票数 計 471292 的中 � 44614（5番人気）
複勝票数 計 604185 的中 � 45644（5番人気）� 114268（2番人気）� 74328（3番人気）
枠連票数 計 371289 的中 （6－8） 20324（6番人気）
馬連票数 計1429415 的中 �� 54115（7番人気）
馬単票数 計 762793 的中 �� 12833（17番人気）
ワイド票数 計 533599 的中 �� 17422（8番人気）�� 14990（10番人気）�� 29392（3番人気）
3連複票数 計1880203 的中 ��� 33673（10番人気）
3連単票数 計3474813 的中 ��� 9551（74番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．5―12．4―12．5―12．6―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．6―49．0―1：01．5―1：14．1―1：26．5―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウコンカー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2011．11．20 京都15着

2009．3．17生 牡4栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel 12戦3勝 賞金 28，220，000円
〔競走中止〕 ベストオブケン号は，競走中に疾病〔左第2趾骨粉砕骨折〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 エーシンスピーダー号の騎手池添謙一は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・5番・1

番）
〔その他〕 カリズマクレスト号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 ヒミノキンカメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月20日まで平地競走

に出走できない。

５レース目



（25京都1）第7日 1月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

206，900，000円
2，080，000円
5，710，000円
1，360，000円
18，670，000円
60，045，500円
4，742，200円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
349，435，900円
557，984，100円
252，195，500円
990，743，600円
618，795，100円
400，698，300円
1，315，735，000円
2，518，207，800円
788，248，100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 7，792，043，400円

総入場人員 19，494名 （有料入場人員 17，755名）



平成25年度 第1回京都競馬 総計

競走回数 84回 出走延頭数 1，257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

1，659，320，000円
4，160，000円
49，170，000円
13，230，000円
149，850，000円
467，190，500円
36，142，200円
12，067，200円

勝馬投票券売得金
3，588，696，600円
5，926，380，600円
2，906，413，800円
11，078，450，500円
6，513，137，900円
4，413，598，900円
15，122，352，000円
27，433，211，800円
3，034，889，500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
5 重 勝
計 80，017，131，600円

総入場延人員 163，340名 （有料入場延人員 149，651名）
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