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04001 1月26日 晴 稍重 （25京都2）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00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

66 マイティマックス 牝3鹿 54 C．ルメール �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 494－ 41：55．6 2．2�
（仏）

22 スプリングデジレ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 452± 01：56．77 30．4�
44 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 420＋ 21：56．8� 179．0�
67 サンマルジュエリー 牝3鹿 54 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 474－ 4 〃 ハナ 8．0�
33 オアシスムーン 牝3栗 54 岩田 康誠太田 美實氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 474＋121：57．43� 9．2�
811 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 466－ 2 〃 ハナ 45．2	
11 ダイワレーヌ 牝3黒鹿54 福永 祐一大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 438± 01：57．82� 3．3

79 デンコウアカツキ 牝3鹿 54 浜中 俊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 484－ 21：57．9� 10．3�
810 モスコーオペラ 牝3黒鹿54 小牧 太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464－ 41：58．75 13．0�
78 スズカルミナリー 牝3鹿 54 国分 恭介永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468－121：58．8� 153．5
55 ポンドゥレーヴ 牝3鹿 54 川島 信二小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 460－ 22：00．9大差 111．3�
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売 得 金
単勝： 16，418，200円 複勝： 28，388，300円 枠連： 7，260，500円
馬連： 32，817，400円 馬単： 23，781，300円 ワイド： 16，729，600円
3連複： 46，004，900円 3連単： 89，070，900円 計： 260，471，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 580円 � 2，910円 枠 連（2－6） 2，070円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 830円 �� 6，570円 �� 15，870円

3 連 複 ��� 49，790円 3 連 単 ��� 104，020円

票 数

単勝票数 計 164182 的中 � 61090（1番人気）
複勝票数 計 283883 的中 � 91455（1番人気）� 9861（8番人気）� 1739（10番人気）
枠連票数 計 72605 的中 （2－6） 2598（9番人気）
馬連票数 計 328174 的中 �� 11902（9番人気）
馬単票数 計 237813 的中 �� 5542（14番人気）
ワイド票数 計 167296 的中 �� 5269（11番人気）�� 611（31番人気）�� 251（46番人気）
3連複票数 計 460049 的中 ��� 682（68番人気）
3連単票数 計 890709 的中 ��� 632（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．9―49．5―1：03．2―1：16．6―1：29．8―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイティマックス �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．11．18 福島2着

2010．3．8生 牝3鹿 母 マクシマール 母母 マックスジーン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポンドゥレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月26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。

04002 1月26日 晴 稍重 （25京都2）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時30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

711 アップアンカー 牡3栗 56 川田 将雅加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 520± 01：14．2 28．1�
46 メイショウトラスト 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 472＋12 〃 クビ 45．4�
712 ロードツイスター �3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 462＋ 21：14．3� 6．6�
813 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± 01：14．62 1．7�
57 マ イ ア リ ア 牝3鹿 54 幸 英明伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 41：15．13 18．1	
11 カネトシエフォート 牡3黒鹿56 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 458－ 41：15．2クビ 9．8

22 デンコウショウイン 牡3青鹿56 国分 恭介田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 458＋ 21：15．73 328．8�
33 カシノビッグベン 牡3栗 56 川島 信二柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 496－ 61：16．33� 511．7�
34 カシノロビン 牡3芦 56 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 452＋ 51：16．4� 175．4
45 ナ ン プ ー 牡3鹿 56 酒井 学蛭川 年明氏 清水 出美 新ひだか 田中 春美 484± 01：16．61 17．6�
58 ビコーハエレシス 牡3黒鹿56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 444± 01：16．91	 604．6�
610 シゲルトビウオザ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 492－ 2 〃 ハナ 17．5�
69 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿56 浜中 俊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 514＋ 61：17．0� 6．4�
814 ヤマニンデュック 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462＋12 〃 ハナ 340．0�
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売 得 金
単勝： 19，024，900円 複勝： 42，749，400円 枠連： 8，650，400円
馬連： 33，478，900円 馬単： 26，282，200円 ワイド： 19，059，100円
3連複： 46，626，500円 3連単： 85，726，800円 計： 281，598，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 1，080円 � 2，030円 � 240円 枠 連（4－7） 2，170円

馬 連 �� 30，660円 馬 単 �� 76，670円

ワ イ ド �� 7，770円 �� 1，570円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 45，700円 3 連 単 ��� 458，460円

票 数

単勝票数 計 190249 的中 � 5340（8番人気）
複勝票数 計 427494 的中 � 9377（8番人気）� 4822（9番人気）� 59194（2番人気）
枠連票数 計 86504 的中 （4－7） 2942（9番人気）
馬連票数 計 334789 的中 �� 806（39番人気）
馬単票数 計 262822 的中 �� 253（79番人気）
ワイド票数 計 190591 的中 �� 592（40番人気）�� 3049（18番人気）�� 1807（24番人気）
3連複票数 計 466265 的中 ��� 753（80番人気）
3連単票数 計 857268 的中 ��� 138（563番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．0―12．5―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．4―36．4―48．9―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップアンカー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2013．1．13 京都8着

2010．2．9生 牡3栗 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

第２回 京都競馬 第１日



04003 1月26日 晴 稍重 （25京都2）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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

813 トーホウビッグガン 牡3黒鹿56 川田 将雅東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 490± 01：56．1 6．0�
11 ニホンピロバロン 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 470－ 21：56．2� 1．8�
44 ナムラドキョウ 牡3芦 56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 508＋ 21：56．3クビ 11．2�
710 ナムララオウ 牡3栗 56 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 476＋ 4 〃 クビ 28．7�
812 テイエムオオラジャ 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 530＋ 21：56．61� 232．5�
57 ウォンテッド 牡3黒鹿56 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 480＋ 41：57．45 11．9	
711 メイショウオニグマ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 482－ 21：57．82� 179．5

68 マルシゲキング 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 446＋ 41：57．9� 378．3�
33 テイエムクロジシ 牡3青 56 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 462± 01：58．75 57．3�
22 ピサノボンバイエ 牡3芦 56 C．ルメール 市川 義美氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 480－ 61：59．23 9．1

（仏）

56 テイエムダイエース 牡3鹿 56 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 松本牧場 480＋241：59．51� 6．4�
69 エンペラーバイオ 牡3芦 56 熊沢 重文バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 478－ 82：00．35 343．5�
45 アウェーキンザール 牡3芦 56 石橋 守岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 笹地牧場 440－ 42：01．910 274．4�
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売 得 金
単勝： 23，183，900円 複勝： 40，450，900円 枠連： 9，882，700円
馬連： 35，851，600円 馬単： 27，265，800円 ワイド： 21，900，300円
3連複： 52，254，100円 3連単： 98，655，800円 計： 309，445，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 110円 � 210円 枠 連（1－8） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 240円 �� 580円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 8，140円

票 数

単勝票数 計 231839 的中 � 30925（2番人気）
複勝票数 計 404509 的中 � 53228（2番人気）� 183432（1番人気）� 31380（6番人気）
枠連票数 計 98827 的中 （1－8） 15232（2番人気）
馬連票数 計 358516 的中 �� 52887（1番人気）
馬単票数 計 272658 的中 �� 13708（5番人気）
ワイド票数 計 219003 的中 �� 25812（1番人気）�� 8158（6番人気）�� 18108（3番人気）
3連複票数 計 522541 的中 ��� 28721（5番人気）
3連単票数 計 986558 的中 ��� 8949（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．6―36．7―50．3―1：04．0―1：17．7―1：30．6―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウビッグガン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Meadowlake デビュー 2012．9．9 阪神8着

2010．3．14生 牡3黒鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アウェーキンザール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月26日まで平

地競走に出走できない。
※エンペラーバイオ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

04004 1月26日 晴 稍重 （25京都2）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：21．9
1：21．5

重
不良

611 メイショウツバクロ 牝3鹿 54 石橋 守松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 472 ―1：28．6 2．1�
48 エイシンライアン 牡3黒鹿56 福永 祐一平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452 ―1：28．7� 4．4�
23 ハマノグレード 牡3鹿 56 酒井 学浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 494 ―1：28．91� 9．7�
47 ミカサパワー 牡3黒鹿56 国分 恭介西浦 和男氏 音無 秀孝 浦河 梅田牧場 462 ―1：29．64 73．2�
36 イ エ ー ガ ー 牡3栗 56 浜中 俊前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 474 ―1：29．81	 18．0�
510 プントインアリア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 392 ―1：30．01	 19．8	
59 ブルーボリウッド 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志 
ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 472 ―1：30．21� 100．1�

816 ドンレジェンド 牡3栗 56 川田 将雅山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 478 ― 〃 クビ 9．7�
612 エーシンスパイシー 牝3鹿 54 川島 信二
栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 440 ―1：30．41 24．2
12 ハギノレビュー 牝3栗 54 熊沢 重文日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406 ―1：30．61	 76．7�
24 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 56 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 490 ―1：30．7� 41．5�
35 サンライズヤマト 牡3栗 56 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 430 ―1：30．8� 109．0�
713 ストロンボリ 牝3栗 54 四位 洋文芹澤 精一氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 472 ―1：30．9� 28．6�
11 オ ク タ ー ヴ 牝3鹿 54 藤田 伸二名古屋友豊
 作田 誠二 日高 白井牧場 430 ―1：31．32� 158．5�
815 ダノンイルーシヴ 牡3鹿 56 岩田 康誠
ダノックス 佐々木晶三 新ひだか 矢野牧場 504 ―1：31．93� 28．1�
714 ワンダーフロレゾン 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 432 ―1：32．11� 25．2�
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売 得 金
単勝： 21，046，500円 複勝： 28，517，000円 枠連： 11，685，600円
馬連： 35，848，300円 馬単： 24，855，900円 ワイド： 18，960，600円
3連複： 46，684，600円 3連単： 76，009，700円 計： 263，608，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（4－6） 460円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 200円 �� 450円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 210465 的中 � 82724（1番人気）
複勝票数 計 285170 的中 � 96896（1番人気）� 53176（2番人気）� 28936（3番人気）
枠連票数 計 116856 的中 （4－6） 18982（1番人気）
馬連票数 計 358483 的中 �� 65681（1番人気）
馬単票数 計 248559 的中 �� 26825（1番人気）
ワイド票数 計 189606 的中 �� 29407（1番人気）�� 9546（2番人気）�� 8198（4番人気）
3連複票数 計 466846 的中 ��� 25684（1番人気）
3連単票数 計 760097 的中 ��� 13657（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―37．3―50．3―1：03．3―1：15．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F38．3
3 ・（11，15）8，16（3，14，7，13）（6，9，10）－（1，4）－2，5，12 4 11，15（8，16）（3，7）（6，14）13（1，9，10）4，2（12，5）

勝馬の
紹 介

メイショウツバクロ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2010．3．1生 牝3鹿 母 ダンシングハピネス 母母 メイショウサチカゼ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カイトケイラー号・クモンリュウシシン号・ヒシコンドル号・ファスリエフパレス号・ルージュボックス号



04005 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時20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

510� クロンブリオント 牡3鹿 56 福永 祐一伊達 敏明氏 今野 貞一 米 Hidekazu
Date 504± 01：49．9 4．3�

714 プロミネントロール 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 520－ 21：50．21� 1．9�
（仏）

611 ミッキーマンデー 牡3栗 56 幸 英明三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 460－121：50．41	 14．7�
36 メイショウキョトウ 牡3栗 56 国分 恭介松本 好雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 526± 01：50．93 20．1�
612 ステージジャンプ 牡3鹿 56 浜中 俊小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－ 21：51．11 5．7�
815 サルタイアー 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 430－ 81：51．2	 130．9	
59 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 川田 将雅杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 61：51．41
 33．8

816 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 川島 信二深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 B492－ 21：51．82	 28．6�
24 クリアモーメント 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438＋ 21：52．22	 14．7�
12 グランスエルテ 牡3栗 56 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－14 〃 アタマ 33．2
48 シゲルワシザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 466＋ 2 〃 クビ 116．3�
713 ウォーターグローレ 牡3鹿 56 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 458± 01：52．41	 132．3�
35 セルリアンアクウー 牡3青鹿56 上村 洋行�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 470－ 21：52．5クビ 148．9�
11 � マイネアラベスク 牝3鹿 54 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 仏 Mr Slim
Chiboub 430± 01：52．71
 88．5�

23 パワーオブシャドー 牡3鹿 56 熊沢 重文深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 502－ 21：54．6大差 448．7�

47 ル ー ベ ル 牡3鹿 56 酒井 学林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 470＋ 2 〃 クビ 355．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，338，400円 複勝： 52，271，600円 枠連： 11，548，600円
馬連： 46，018，900円 馬単： 36，974，300円 ワイド： 25，058，200円
3連複： 74，613，700円 3連単： 132，512，800円 計： 404，336，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 110円 � 270円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，140円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 253384 的中 � 46645（2番人気）
複勝票数 計 522716 的中 � 77928（2番人気）� 239289（1番人気）� 26887（5番人気）
枠連票数 計 115486 的中 （5－7） 25526（1番人気）
馬連票数 計 460189 的中 �� 97067（1番人気）
馬単票数 計 369743 的中 �� 30576（3番人気）
ワイド票数 計 250582 的中 �� 43704（1番人気）�� 4465（14番人気）�� 10515（5番人気）
3連複票数 計 746137 的中 ��� 22798（7番人気）
3連単票数 計1325128 的中 ��� 10154（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．5―47．9―1：00．6―1：13．1―1：25．6―1：38．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クロンブリオント �
�
父 Mizzen Mast �

�
母父 Afleet デビュー 2013．1．6 京都2着

2010．4．24生 牡3鹿 母 Primo Ordine 母母 Mon Paris 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワーオブシャドー号・ルーベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月

26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。

04006 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・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
1：20．5
1：19．0

良
良

22 タガノエンブレム 牡3青鹿56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 21：23．2 22．3�

11 ヒルノクオリア 牡3鹿 56 四位 洋文蛭川 正文氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 462± 0 〃 ハナ 3．7�
56 ル ゴ ス 牡3栗 56 岩田 康誠杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 454－ 2 〃 クビ 7．7�
55 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± 01：23．41 3．3�
44 ピ ン ゾ ロ 牡3栗 56 浜中 俊西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 中島牧場 460－ 61：23．5� 6．7�
67 ダイナミックガイ 牡3栗 56 国分 恭介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 476－ 21：23．6� 7．9	
79 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿56 太宰 啓介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 480＋ 21：23．7クビ 7．8

33 ラヴァーズポイント 牝3青鹿54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 474± 0 〃 ハナ 25．5�
812 マコトタンホイザー 牡3青鹿56 幸 英明尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 480± 0 〃 アタマ 102．6�
710 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 450＋ 21：24．12� 29．8
811 テイエムメデル 牝3黒鹿54 酒井 学竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 440－ 41：24．52� 121．2�
68 ボストンビリーヴ 牝3栗 54 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460－ 41：26．5大差 63．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，856，000円 複勝： 33，717，800円 枠連： 10，546，700円
馬連： 41，198，600円 馬単： 27，489，400円 ワイド： 21，128，800円
3連複： 55，232，900円 3連単： 99，446，600円 計： 308，616，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 440円 � 180円 � 230円 枠 連（1－2） 4，810円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 12，160円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，190円 �� 570円

3 連 複 ��� 6，870円 3 連 単 ��� 67，150円

票 数

単勝票数 計 198560 的中 � 7026（7番人気）
複勝票数 計 337178 的中 � 16509（7番人気）� 60185（2番人気）� 39711（4番人気）
枠連票数 計 105467 的中 （1－2） 1620（16番人気）
馬連票数 計 411986 的中 �� 6417（20番人気）
馬単票数 計 274894 的中 �� 1669（45番人気）
ワイド票数 計 211288 的中 �� 3655（21番人気）�� 4290（17番人気）�� 9692（6番人気）
3連複票数 計 552329 的中 ��� 5939（24番人気）
3連単票数 計 994466 的中 ��� 1093（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．4―48．4―1：00．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．2 小倉1着

2010．1．21生 牡3青鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 6戦2勝 賞金 17，819，000円
〔制裁〕 ミリオンフレッシュ号の騎手太宰啓介は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）



04007 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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
1：47．8
1：47．8

重
重

89 エ デ ィ ン 牝4栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 460－ 21：54．9 11．3�
11 ポ レ イ ア 牝4栗 54 幸 英明﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B492＋ 21：55．43 2．0�
33 � スターリットスカイ 牝5栗 55 浜中 俊永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：55．71� 5．6�
22 � クリノソーニャ 牝8鹿 55 国分 優作栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 448－ 61：56．33� 94．7�
55 メテオーリカ 牝4黒鹿54 C．ルメール 吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448＋ 41：56．51� 3．2�

（仏）

66 シゲルリンゴ 牝4栗 54 酒井 学森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 444－ 21：56．81� 16．2	
88 カイルアロマンス 牝4鹿 54 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 470＋12 〃 クビ 32．7

44 ブライトポジー 牝4鹿 54

51 ▲藤懸 貴志�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 422－ 21：56．9� 30．7�
77 コスモレイラ 牝4青鹿54 川島 信二 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 478± 01：58．28 39．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，225，700円 複勝： 37，079，800円 枠連： 9，003，400円
馬連： 41，590，300円 馬単： 33，859，600円 ワイド： 19，617，300円
3連複： 53，414，200円 3連単： 139，279，600円 計： 358，069，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 280円 � 110円 � 160円 枠 連（1－8） 760円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 470円 �� 760円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 16，130円

票 数

単勝票数 計 242257 的中 � 16982（4番人気）
複勝票数 計 370798 的中 � 20606（5番人気）� 154821（1番人気）� 50591（3番人気）
枠連票数 計 90034 的中 （1－8） 8857（3番人気）
馬連票数 計 415903 的中 �� 25805（4番人気）
馬単票数 計 338596 的中 �� 7766（12番人気）
ワイド票数 計 196173 的中 �� 9905（7番人気）�� 5728（10番人気）�� 21243（2番人気）
3連複票数 計 534142 的中 ��� 17763（7番人気）
3連単票数 計1392796 的中 ��� 6373（49番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―13．8―13．4―13．5―12．9―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．7―52．1―1：05．6―1：18．5―1：30．7―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ デ ィ ン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．1．22 京都1着

2009．3．31生 牝4栗 母 ナインミューズ 母母 リ リ オ 5戦2勝 賞金 13，200，000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。

04008 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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

33 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 酒井 学山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 500－ 41：13．3 5．2�
44 ジョウショーキング 牡4青鹿56 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 472＋ 21：13．61� 2．4�
55 ケイエスキングオー 牡5鹿 57 幸 英明キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B436＋101：13．7� 14．5�
77 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± 01：13．91� 11．2�
11 ダイシンサーベル 牡8黒鹿57 川島 信二大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 21：14．11� 136．7�
88 コ ロ カ ム イ 	5栗 57 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 474± 01：14．2クビ 4．8	
66 ワンダーゴヴェルノ 牡5栗 57

54 ▲藤懸 貴志山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 442＋ 21：14．52 6．3

22 カシノチョッパー 牡4黒鹿56 石橋 守柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 470＋ 21：14．92� 75．1�
89 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± 01：15．64 10．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，226，600円 複勝： 29，420，300円 枠連： 9，853，400円
馬連： 43，035，800円 馬単： 30，164，200円 ワイド： 21，099，200円
3連複： 55，359，300円 3連単： 121，543，200円 計： 331，702，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 140円 � 270円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 250円 �� 640円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 7，960円

票 数

単勝票数 計 212266 的中 � 32308（3番人気）
複勝票数 計 294203 的中 � 49820（2番人気）� 66168（1番人気）� 22130（7番人気）
枠連票数 計 98534 的中 （3－4） 12537（2番人気）
馬連票数 計 430358 的中 �� 54673（1番人気）
馬単票数 計 301642 的中 �� 17855（2番人気）
ワイド票数 計 210992 的中 �� 24029（1番人気）�� 7371（12番人気）�� 10319（8番人気）
3連複票数 計 553593 的中 ��� 26242（4番人気）
3連単票数 計1215432 的中 ��� 11278（22番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．3―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．6―36．9―49．0―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーフォルテ 
�
父 ア フ リ ー ト 

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2010．11．14 京都1着

2008．4．18生 牡5栗 母 オオシマルチア 母母 オオシマスズラン 9戦2勝 賞金 22，700，000円
〔制裁〕 ワンダーゴヴェルノ号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



04009 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第9競走 ��
��2，400�

ば い か

梅 花 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

66 レッドルーラー 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 484－ 82：27．0 3．1�
11 ジャングルパサー 牡3鹿 56 藤懸 貴志有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 496± 0 〃 クビ 10．4�
22 ポップアップハート 牡3栗 56 C．ルメール 丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 498＋162：27．32 4．8�

（仏）

77 ニシノアプレゲール 牡3芦 56 福永 祐一西山 茂行氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 462－102：27．72� 8．5�
44 クラウディオス 牡3栗 56 浜中 俊有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 アタマ 13．8�
55 オースミミズホ 牝3鹿 54 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 444＋ 82：28．23 51．4	
33 エーシンハクリュー 牡3芦 56 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 504＋ 22：30．7大差 2．4


（7頭）

売 得 金
単勝： 39，191，900円 複勝： 45，694，600円 枠連： 発売なし
馬連： 73，257，300円 馬単： 53，609，400円 ワイド： 26，681，200円
3連複： 78，649，900円 3連単： 253，757，900円 計： 570，842，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 240円 �� 320円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 391919 的中 � 102923（2番人気）
複勝票数 計 456946 的中 � 135827（1番人気）� 47671（5番人気）
馬連票数 計 732573 的中 �� 56117（5番人気）
馬単票数 計 536094 的中 �� 25199（8番人気）
ワイド票数 計 266812 的中 �� 31601（2番人気）�� 21190（3番人気）�� 9189（10番人気）
3連複票数 計 786499 的中 ��� 41329（5番人気）
3連単票数 計2537579 的中 ��� 25197（29番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―11．9―12．3―12．2―12．4―12．8―12．7―12．0―11．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．7―36．6―48．9―1：01．1―1：13．5―1：26．3―1：39．0―1：51．0―2：02．7―2：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
4－（2，7）－1－5－3－6
4（7，1，3）（2，6）－5

2
4
4－（2，7）－1－5－3，6
4（7，1）（2，6）3，5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．11．18 京都4着

2010．2．12生 牡3鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal 4戦2勝 賞金 17，168，000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。

04010 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第10競走 ��
��1，200�

お と く に

乙 訓 特 別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

812 フラムドール 牝6栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 468± 01：09．5 80．9�
68 グレナディーン 牝6黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 482－ 21：09．6� 2．4�

（仏）

67 アルベルトバローズ 牡4鹿 56 福永 祐一猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 496＋ 4 〃 クビ 4．4�
811 メイショウツガル 牡5鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 472＋ 21：09．7クビ 4．3�
710 アンプレシオネ 牝8芦 55 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 468＋ 8 〃 クビ 18．2	
56 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 55 岩田 康誠�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 504＋ 21：09．91 9．9

55 オレニホレルナヨ 牡4栗 56 国分 恭介 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 496－ 21：10．0	 13．0�
33 ヒ ー ラ 牝4鹿 54 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 424＋ 41：10．21
 48．8�
44 メイショウカルロ 牡5鹿 57 石橋 守松本 好氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 462＋ 61：10．41
 39．6�
11 ジークジオン 牡4栗 56 国分 優作幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 470－ 81：10．5	 74．1�
79 コスモドロス 牡7鹿 57 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 4 〃 アタマ 16．4�
22 リネンパズル 牝6鹿 55 小牧 太戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 470－121：11．13	 113．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，950，900円 複勝： 50，079，700円 枠連： 22，633，100円
馬連： 93，377，400円 馬単： 58，207，100円 ワイド： 39，121，200円
3連複： 118，653，800円 3連単： 251，802，100円 計： 665，825，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，090円 複 勝 � 1，430円 � 140円 � 160円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 14，790円 馬 単 �� 45，030円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 6，240円 �� 270円

3 連 複 ��� 18，180円 3 連 単 ��� 238，860円

票 数

単勝票数 計 319509 的中 � 3116（11番人気）
複勝票数 計 500797 的中 � 5738（10番人気）� 124985（1番人気）� 89919（3番人気）
枠連票数 計 226331 的中 （6－8） 49829（1番人気）
馬連票数 計 933774 的中 �� 4660（30番人気）
馬単票数 計 582071 的中 �� 954（77番人気）
ワイド票数 計 391212 的中 �� 2119（35番人気）�� 1371（44番人気）�� 44124（2番人気）
3連複票数 計1186538 的中 ��� 4819（48番人気）
3連単票数 計2518021 的中 ��� 778（439番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―11．4―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．7―46．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラムドール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2009．11．29 京都1着

2007．1．15生 牝6栗 母 タッチオブゴールド 母母 ダイナタツチ 23戦3勝 賞金 35，548，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



04011 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第11競走 ��
��1，900�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走15時35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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

56 マルカプレジオ 牡5栃栗57 福永 祐一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484－ 61：58．3 4．6�
811 トウショウクラウン 牡5栗 57 酒井 学トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522－ 2 〃 クビ 12．7�
710 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 57 C．ルメール 青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 534± 01：58．83 9．2�

（仏）

44 ハ リ ケ ー ン 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋ 2 〃 クビ 1．9�
11 メタギャラクシー 牡6鹿 57 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B500＋ 41：59．01� 17．5�
33 マイネルバイカ 牡4鹿 56 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 41：59．21 15．9	
22 アドマイヤジャガー 牡6鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：59．41 28．7

55 ミッキーバラード 牡6鹿 57 秋山真一郎野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 548＋ 61：59．5	 86．0�
67 アグネスアンカー 牡7鹿 57 国分 優作渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B544＋ 41：59．6
 136．9�
812 テイエムドンマイ 牡5黒鹿57 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 512± 01：59．7
 38．1
79 ア ル バ ト ン 牡6栗 57 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 486＋ 61：59．91 19．7�
68 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520± 02：00．75 14．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，908，700円 複勝： 95，116，800円 枠連： 43，579，100円
馬連： 218，638，400円 馬単： 129，135，000円 ワイド： 78，824，800円
3連複： 298，676，900円 3連単： 623，488，200円 計： 1，547，367，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 390円 � 270円 枠 連（5－8） 2，070円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 700円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 33，010円

票 数

単勝票数 計 599087 的中 � 104416（2番人気）
複勝票数 計 951168 的中 � 189041（2番人気）� 54399（5番人気）� 87600（3番人気）
枠連票数 計 435791 的中 （5－8） 15579（8番人気）
馬連票数 計2186384 的中 �� 56827（10番人気）
馬単票数 計1291350 的中 �� 18370（19番人気）
ワイド票数 計 788248 的中 �� 19336（11番人気）�� 28931（8番人気）�� 12014（18番人気）
3連複票数 計2986769 的中 ��� 34443（21番人気）
3連単票数 計6234882 的中 ��� 13943（98番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．7―17．7―29．3―42．2―55．2―1：08．2―1：20．8―1：33．2―1：45．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカプレジオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．2．12 京都2着

2008．4．20生 牡5栃栗 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン 9戦5勝 賞金 64，225，000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。

04012 1月26日 晴 良 （25京都2）第1日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：09．1
1：08．7

重
重

69 マ ル コ フ ジ 牡5栗 57 岩田 康誠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 478± 01：12．0 14．1�
812 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿56 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 476± 0 〃 クビ 2．9�
22 エーシンブランコス 牡4芦 56 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 428＋ 41：12．1� 4．6�
11 ヤマノサファイア 牡5栗 57 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 444－ 41：12．2クビ 33．0�
813 テイクエイム 牡6鹿 57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム 454± 01：12．41	 17．0�
44 アンヴァルト 牡6青鹿57 熊沢 重文 	キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 4．8

45 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 472－ 41：12．5クビ 44．0�
57 トキノゲンジ 牡5鹿 57 酒井 学中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 516＋ 61：12．71� 23．3�
711 アキノモーグル 牡5栗 57 浜中 俊穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 524＋ 2 〃 ハナ 8．4
710 ランドタカラ 牡6黒鹿57 福永 祐一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496－ 21：12．8� 56．0�
56 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 506－ 61：13．01	 50．3�
68 ゴ リ ラ 牡4栗 56 C．ルメール 小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 486－101：13．1� 9．9�

（仏）

33 
 スマートスパークル 牡7栗 57
54 ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 B508－ 21：13．52� 320．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，188，400円 複勝： 74，340，500円 枠連： 29，967，000円
馬連： 125，117，500円 馬単： 70，079，700円 ワイド： 50，807，600円
3連複： 167，913，700円 3連単： 313，248，800円 計： 878，663，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 270円 � 130円 � 170円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 560円 �� 800円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 19，370円

票 数

単勝票数 計 471884 的中 � 26479（6番人気）
複勝票数 計 743405 的中 � 53860（5番人気）� 203676（1番人気）� 117275（2番人気）
枠連票数 計 299670 的中 （6－8） 35375（1番人気）
馬連票数 計1251175 的中 �� 53972（6番人気）
馬単票数 計 700797 的中 �� 12737（15番人気）
ワイド票数 計 508076 的中 �� 21646（5番人気）�� 14464（11番人気）�� 47656（1番人気）
3連複票数 計1679137 的中 ��� 54887（3番人気）
3連単票数 計3132488 的中 ��� 11939（46番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．6―11．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．6―47．5―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 ・（3，4，12）（2，11）13，5－6，8（9，10）－（1，7） 4 ・（3，4）12（2，11）（5，13）－6（9，10）8（1，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ ル コ フ ジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2010．9．11 阪神4着

2008．2．20生 牡5栗 母 ロイヤルミント 母母 Cruisie 23戦4勝 賞金 50，646，000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。



（25京都2）第1日 1月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 144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

187，960，000円
7，160，000円
1，010，000円
16，480，000円
53，827，000円
3，744，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
348，560，100円
557，826，700円
174，610，500円
820，230，400円
541，703，900円
358，987，900円
1，094，084，500円
2，284，542，400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 6，180，546，400円

総入場人員 12，879名 （有料入場人員 11，494名）
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