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01001 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

12 トラキチシャチョウ 牡3鹿 56 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 470＋ 61：54．6 4．6�
47 バイザスターン 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 3．6�
510 ゴーザトップ 牡3栗 56 幸 英明江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480－ 61：54．81� 32．8�
11 シャッツクヴェレ 牡3青鹿56 松山 弘平青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 480－ 41：55．01� 11．9�
48 メレアグロス 牡3鹿 56 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 510－ 21：55．21� 3．0	
（仏）

612 ザ マ ン ダ 牝3青鹿54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋121：55．83� 11．7


815 ショウナンガッチャ 牡3栗 56 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 472－ 41：56．01 31．1�
23 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56 小牧 太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 460＋ 61：56．1� 189．7�
611 ストロベリーローズ 牝3栗 54 秋山真一郎古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 下屋敷牧場 446＋ 21：56．2� 262．4
59 モズハナニカゼ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 486＋ 81：56．41� 10．4�
36 マイネルプレセンテ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 41：56．72 139．0�
714 メイショウキトラ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 486－ 61：56．91 26．2�
35 ヤマニンラマージュ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼土井 薫氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 504＋161：57．0� 125．9�
713 イゾラベッラ 牡3芦 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 538＋ 21：57．1クビ 51．1�
816 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 高倉 稜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 478－ 2 〃 ハナ 66．3�
24 トミケンユオスタ 牝3鹿 54 太宰 啓介冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 460± 01：59．6大差 303．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，328，900円 複勝： 51，935，800円 枠連： 23，689，300円
馬連： 68，269，200円 馬単： 44，841，500円 ワイド： 32，784，200円
3連複： 100，354，900円 3連単： 153，619，100円 計： 503，822，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 720円 枠 連（1－4） 280円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，250円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 31，340円

票 数

単勝票数 計 283289 的中 � 49087（3番人気）
複勝票数 計 519358 的中 � 99328（3番人気）� 124361（1番人気）� 12171（9番人気）
枠連票数 計 236893 的中 （1－4） 63249（1番人気）
馬連票数 計 682692 的中 �� 70060（2番人気）
馬単票数 計 448415 的中 �� 20674（6番人気）
ワイド票数 計 327842 的中 �� 27702（2番人気）�� 3307（24番人気）�� 4497（21番人気）
3連複票数 計1003549 的中 ��� 10130（25番人気）
3連単票数 計1536191 的中 ��� 3618（92番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．9―13．2―13．2―12．9―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．9―50．1―1：03．3―1：16．2―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラキチシャチョウ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．12．7 阪神6着

2011．5．18生 牡3鹿 母 タイキプレリュード 母母 Private Encore 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タガノトッピー号
※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。

01002 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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

24 ペイシャモンシェリ 牡3鹿 56 秋山真一郎北所 直人氏 野村 彰彦 平取 赤石牧場 454＋ 41：12．4 4．3�
12 シゲルビッチュウ �3青鹿56 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 432－ 21：13．57 27．4�
35 テーオーソルジャー 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 462± 0 〃 クビ 8．9�
713 ハピネスイズヒア 牡3栗 56 福永 祐一阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 450＋ 61：14．24 10．1�
47 キネオマドンナ 牝3芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 482－ 21：14．3� 5．9�
48 プレフェリート 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 506－101：14．4� 2．4	
（仏）

59 サンマルウィーク 牡3青鹿56 後藤 浩輝相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 460－ 21：14．6� 53．7

714 カネツスペシャル 牝3鹿 54 国分 恭介�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 462＋ 61：14．81� 64．4�
815 ショウナンサンタ 牡3鹿 56 岩田 康誠�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 464－ 21：14．9クビ 15．8
23 シゲルハリマ 牡3栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 500＋ 21：15．11� 48．7�
816 ピッカピカヒメ 牝3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 田原橋本牧場 420＋ 41：15．2� 179．2�
611 テイエムスイテン 牡3芦 56

54 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 千代田牧場 526＋101：15．52 495．0�
510 カシノステイタス 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 442＋ 41：15．71� 361．0�
612 ラ ヴ ィ オ リ 牝3黒鹿54 和田 竜二星野 祐介氏 鈴木 孝志 日高 西野 春樹 440－ 21：16．44 58．7�
11 クニサキキャメロン 牝3鹿 54 高倉 稜國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 450± 01：16．5クビ 211．9�
36 サチノクイーン 牝3鹿 54 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B460－ 21：17．03 32．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，579，100円 複勝： 53，837，700円 枠連： 18，779，100円
馬連： 69，370，000円 馬単： 45，764，800円 ワイド： 34，350，700円
3連複： 99，925，900円 3連単： 155，443，900円 計： 506，051，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 590円 � 300円 枠 連（1－2） 3，890円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 680円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 10，370円 3 連 単 ��� 57，830円

票 数

単勝票数 計 285791 的中 � 52791（2番人気）
複勝票数 計 538377 的中 � 87283（2番人気）� 20066（7番人気）� 47092（5番人気）
枠連票数 計 187791 的中 （1－2） 3567（13番人気）
馬連票数 計 693700 的中 �� 10923（16番人気）
馬単票数 計 457648 的中 �� 4313（28番人気）
ワイド票数 計 343507 的中 �� 5639（18番人気）�� 13184（7番人気）�� 3397（25番人気）
3連複票数 計 999259 的中 ��� 7117（34番人気）
3連単票数 計1554439 的中 ��� 1984（174番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．3―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．8―48．1―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャモンシェリ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．14生 牡3鹿 母 ウィズペイシェンス 母母 コンクラーベ 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クニサキキャメロン号・サチノクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

2月5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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キーコード号・ケープオブホープ号・スターリーオレンジ号・スマッシュヒット号
※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。

第１回 京都競馬 第１日



01003 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

33 サイモンガーランド 牝5鹿 55 浜中 俊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 480－ 61：53．3 10．1�
11 パーティブロッサム 牝5黒鹿55 池添 謙一飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 476－ 61：53．51� 12．7�
44 ポ レ イ ア 牝5栗 55

54 ☆菱田 裕二﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B508－ 21：53．81� 6．6�
68 スリーアフロディテ 牝5鹿 55 C．ルメール 永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 B496＋ 6 〃 クビ 2．9�

（仏）

55 グレートエンジェル 牝4鹿 54 幸 英明田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 494＋ 61：54．86 43．8�
812 サンレイフローラ 牝4鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 438＋ 41：55．01� 77．5	
811 ブルーボンボヤージ 牝4鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 B506－ 8 〃 クビ 79．6

710 ショウナンアズサ 牝4鹿 54 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 516－ 21：55．1クビ 4．3�
67 アドマイヤキュート 牝5黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 クビ 4．3�
79 シーズガレット 牝6栗 55 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 466＋ 21：55．63 101．3
56 ポ ロ タ ン 牝4鹿 54 武 豊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 440± 01：55．92 19．4�
22 テイエムナデシコ 牝4黒鹿 54

52 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 B488＋101：56．96 332．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，762，200円 複勝： 58，683，600円 枠連： 17，711，400円
馬連： 70，286，000円 馬単： 48，058，700円 ワイド： 36，526，800円
3連複： 103，611，100円 3連単： 182，630，700円 計： 547，270，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 270円 � 290円 � 210円 枠 連（1－3） 4，610円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 9，610円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 730円 �� 840円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 56，610円

票 数

単勝票数 計 297622 的中 � 23237（5番人気）
複勝票数 計 586836 的中 � 55159（5番人気）� 50617（6番人気）� 82396（4番人気）
枠連票数 計 177114 的中 （1－3） 2841（15番人気）
馬連票数 計 702860 的中 �� 10912（18番人気）
馬単票数 計 480587 的中 �� 3691（34番人気）
ワイド票数 計 365268 的中 �� 7068（15番人気）�� 12665（11番人気）�� 10789（13番人気）
3連複票数 計1036111 的中 ��� 11293（26番人気）
3連単票数 計1826307 的中 ��� 2381（173番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．9―13．2―13．2―13．2―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．8―50．0―1：03．2―1：16．4―1：28．8―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F36．9
1
3
・（1，3，10）－（2，8）（4，11）5，12－7，6，9
1，3，10（2，4，8）（11，12）5（9，7）6

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

勝馬の
紹 介

サイモンガーランド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．11．5 京都6着

2009．3．21生 牝5鹿 母 メアリーステラ 母母 ラシアンメアリー 19戦3勝 賞金 36，520，000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。

01004 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第4競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走11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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

35 セイスコーピオン 牡4栗 56 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 500＋ 42：00．5 3．3�
815 シルクラングレー 牡5栗 57 川須 栄彦有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B500－ 22：00．6� 8．1�
11 クレスコモア 牡4黒鹿56 松山 弘平堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 536＋ 82：00．7� 6．6�
23 	 サウンドビガレス 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center
Hills Farm 484± 02：00．8
 3．9�

24 ユキノスライダー 牡4栗 56
53 ▲城戸 義政遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 458＋ 42：00．9
 87．0�

59 	 ダノンクリエーター 牡5栗 57 松田 大作�ダノックス 村山 明 米 Waterford
Farm 534± 02：01．11 19．3	

47 ヴァルティカル 牡4鹿 56 岩田 康誠 
社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋16 〃 アタマ 32．8�

816 ウインサーガ �5黒鹿 57
56 ☆中井 裕二�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 488＋ 42：01．31� 52．7�

714 フリークエンシー 牡4黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 530－10 〃 クビ 48．5
611	 ミルクディッパー 牡5黒鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 578＋ 82：01．4� 150．8�
12 アロウィーバイオ 牡4鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 494＋ 42：01．61 51．0�
36  ビーチブレイブ 牡4芦 56 北村 友一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B506－172：01．7� 97．8�
510 ノアオーカン 牡4黒鹿56 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 486－ 42：01．8� 34．9�
612 ワンダーブラザウン 牡4栗 56 上村 洋行山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 472± 02：02．75 65．1�
48 アーサーバローズ 牡5栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 484＋ 8 〃 アタマ 6．5�
713 スペシャルザダイヤ 牡5鹿 57 C．ルメール 青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 514＋282：03．55 18．4�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，566，400円 複勝： 59，516，900円 枠連： 21，878，400円
馬連： 77，255，900円 馬単： 47，895，000円 ワイド： 39，513，900円
3連複： 115，138，600円 3連単： 166，789，900円 計： 559，555，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 220円 � 200円 枠 連（3－8） 1，160円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 500円 �� 400円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 11，630円

票 数

単勝票数 計 315664 的中 � 76997（1番人気）
複勝票数 計 595169 的中 � 139653（1番人気）� 63020（5番人気）� 75573（4番人気）
枠連票数 計 218784 的中 （3－8） 13947（5番人気）
馬連票数 計 772559 的中 �� 41311（5番人気）
馬単票数 計 478950 的中 �� 16016（7番人気）
ワイド票数 計 395139 的中 �� 19689（4番人気）�� 25632（3番人気）�� 12188（10番人気）
3連複票数 計1151386 的中 ��� 36706（7番人気）
3連単票数 計1667899 的中 ��� 10587（29番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．8―18．2―30．0―43．4―56．6―1：09．9―1：22．7―1：35．3―1：47．7

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

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

勝馬の
紹 介

セイスコーピオン �
�
父 デュランダル �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2012．7．15 新潟9着

2010．4．29生 牡4栗 母 スコーピオンリジイ 母母 ルイボスジョオー 15戦2勝 賞金 29，625，000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。



01005 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時25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
1：56．8
1：56．1

良
良

815 ショウナンパンドラ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－102：01．0 2．8�

48 アイスブレイク 牝3青鹿54 武 豊安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468－ 22：01．21� 16．5�
23 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 22：01．3� 3．3�
510 ア カ ネ イ ロ 牝3栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 アタマ 6．4�
24 ウィナーウェイ 牝3栗 54 藤岡 康太内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 476± 02：01．4� 78．1�
59 ウェーブゴールド 牡3黒鹿56 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 490＋24 〃 クビ 10．4	
36 マイネルプレッジ 牡3鹿 56 川島 信二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426－ 22：01．5クビ 52．6�
612 マイネルエアダクス 牡3芦 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 518－10 〃 ハナ 112．1�
816 ショウサンミーベル 牝3鹿 54 幸 英明鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 水上 習孝 490± 0 〃 ハナ 20．8
11 エクストレミティー 牡3鹿 56 C．ルメール P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：01．71� 9．2�

（仏）

611 ピュアエクセル 牝3鹿 54 福永 祐一山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント 458－ 4 〃 ハナ 21．7�
12 タガノゴールド 牡3栗 56 後藤 浩輝八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋142：02．02 192．3�
35 パラプリュイ 牝3栗 54

52 △藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 42：02．1クビ 82．5�
47 コスモアイオライト 牝3芦 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 436－102：02．2� 177．7�
714 ウインボナンザ 牡3鹿 56 松山 弘平
ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 478＋16 〃 ハナ 150．2�
713 ドリームジュエリー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼セゾンレースホース
 中村 均 大樹 大樹ファーム 434＋ 6 〃 アタマ 96．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，622，000円 複勝： 68，783，400円 枠連： 25，501，300円
馬連： 87，915，800円 馬単： 56，446，600円 ワイド： 42，114，000円
3連複： 124，985，200円 3連単： 193，477，900円 計： 637，846，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 310円 � 120円 枠 連（4－8） 1，580円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 880円 �� 270円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 12，950円

票 数

単勝票数 計 386220 的中 � 109009（1番人気）
複勝票数 計 687834 的中 � 133115（2番人気）� 39171（6番人気）� 195327（1番人気）
枠連票数 計 255013 的中 （4－8） 11962（6番人気）
馬連票数 計 879158 的中 �� 29087（9番人気）
馬単票数 計 564466 的中 �� 12381（14番人気）
ワイド票数 計 421140 的中 �� 10771（12番人気）�� 44220（1番人気）�� 14858（7番人気）
3連複票数 計1249852 的中 ��� 46987（3番人気）
3連単票数 計1934779 的中 ��� 11030（27番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．5―12．4―12．3―12．5―12．2―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．3―48．7―1：01．0―1：13．5―1：25．7―1：37．4―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3
1
3
・（3，16）8（1，10）9，14（4，5，11）（2，13）12，6（7，15）・（3，16）10（8，9）14（1，11，15）（4，13）12（5，6，7）－2

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

勝馬の
紹 介

ショウナンパンドラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．8 阪神2着

2011．3．10生 牝3鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ウインボナンザ号の騎手中井裕二は，検査のため松山弘平に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルヤマト号・ハイベストバイオ号
※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。

01006 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55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

24 アドマイヤメテオ 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456 ―1：33．8 3．0�
（アドマイヤペトロ）

12 ヤマノフェアリー 牝3鹿 54 岩田 康誠山住 勲氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468 ―1：34．01� 2．0�
35 マンダリンカラー 牝3栗 54 幸 英明陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 408 ―1：35．49 83．6�
23 ヤマニンバステト 牝3鹿 54 柴田 大知土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448 ―1：35．82� 58．2�
714 トリビューン 牡3鹿 56 後藤 浩輝 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 ― 〃 クビ 11．6�
36 レッドアライヴ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 アタマ 11．4	
11 クールジョーカー 牡3黒鹿56 荻野 琢真小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 448 ―1：36．11	 91．9

611 メイショウラリマー 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 486 ― 〃 クビ 22．4�
816 バフチサライ 牡3芦 56 浜中 俊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 500 ―1：36．2� 37．9
713 ライブリアヴニール 牡3栗 56 酒井 学加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 458 ―1：36．41� 196．1�
47 リュクスラブ 牝3黒鹿54 小牧 太田畑 憲士氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 ハナ 64．2�
510 トゥルースカイ 牡3鹿 56 松田 大作宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 474 ―1：36．6	 45．2�
59 ミスティックナイト 牡3鹿 56 国分 優作平本 敏夫氏 飯田 雄三 新ひだか 藤川フアーム 476 ―1：36．7� 122．0�
612 セイローリック 牡3鹿 56 高倉 稜金田 成基氏 服部 利之 新ひだか タイヘイ牧場 482 ―1：36．8� 102．4�
48 ザラブスプリム 牡3鹿 56 松山 弘平白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 アタマ 41．1�
815 クレスコマグヌス 牡3栗 56 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 458 ―1：36．9	 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，161，600円 複勝： 50，069，000円 枠連： 22，282，500円
馬連： 72，225，900円 馬単： 59，525，100円 ワイド： 35，829，600円
3連複： 95，845，700円 3連単： 185，637，900円 計： 559，577，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 110円 � 940円 枠 連（1－2） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 170円 �� 2，310円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 22，930円

票 数

単勝票数 計 381616 的中 � 103171（2番人気）
複勝票数 計 500690 的中 � 116873（2番人気）� 174264（1番人気）� 6794（12番人気）
枠連票数 計 222825 的中 （1－2） 55618（1番人気）
馬連票数 計 722259 的中 �� 177285（1番人気）
馬単票数 計 595251 的中 �� 59784（2番人気）
ワイド票数 計 358296 的中 �� 74162（1番人気）�� 3055（27番人気）�� 3832（24番人気）
3連複票数 計 958457 的中 ��� 13636（13番人気）
3連単票数 計1856379 的中 ��� 5975（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．3―47．2―58．7―1：10．5―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤメテオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．2．1生 牡3青鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハヤブサマジック号・フジインザスカイ号



01007 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

11 マルカファイン 牡5栗 57 秋山真一郎河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 506＋ 61：24．7 7．7�
47 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 56

55 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 480± 01：24．91� 8．5�

612 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 54 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 442＋ 21：25．11� 25．7�
815 ベルラピエル 牡5黒鹿57 北村 友一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 488± 0 〃 アタマ 19．6�
714 ミッキーアップル 牝4鹿 54 幸 英明野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 474＋ 41：25．2	 55．0	
35 プリンシペアスール 牡5鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478＋ 61：25．41 2．9


（仏）

611
 シンワウォッカ 牝5鹿 55 川島 信二ロイヤルパーク 武 宏平 むかわ 安田 幸子 478± 0 〃 ハナ 19．4�
48 オ レ ア リ ア 牡4黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500－10 〃 クビ 4．6�
12 キーブランド 牡5鹿 57 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 526＋161：25．5クビ 10．3
510 ハギノブシドウ 牡4栗 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 502＋10 〃 ハナ 28．9�
36 プラネットスコア 牡4黒鹿56 藤田 伸二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 476＋ 81：25．92	 31．8�
59 マイネルドメニカ 牡5栗 57 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 518＋171：26．21� 42．0�
713
 テイエムレオネッサ 牝4栗 54 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 472－ 81：26．52 117．0�
816
 ウ タ ヒ メ 牝4鹿 54 藤岡 康太シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 474－161：26．71 82．1�
23 テイエムオオラジャ 牡4鹿 56

54 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 530－141：26．8	 176．3�
24 
 マルトクスパート 牡4鹿 56 国分 優作高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 480± 01：27．01 14．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，910，800円 複勝： 58，290，100円 枠連： 29，537，700円
馬連： 94，426，700円 馬単： 57，021，300円 ワイド： 45，004，800円
3連複： 133，301，500円 3連単： 201，334，700円 計： 652，827，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 250円 � 780円 枠 連（1－4） 650円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，920円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 37，900円 3 連 単 ��� 173，590円

票 数

単勝票数 計 339108 的中 � 35096（3番人気）
複勝票数 計 582901 的中 � 59485（4番人気）� 67394（3番人気）� 16860（10番人気）
枠連票数 計 295377 的中 （1－4） 34005（3番人気）
馬連票数 計 944267 的中 �� 21857（12番人気）
馬単票数 計 570213 的中 �� 6745（19番人気）
ワイド票数 計 450048 的中 �� 10076（11番人気）�� 3754（36番人気）�� 2748（41番人気）
3連複票数 計1333015 的中 ��� 2596（101番人気）
3連単票数 計2013347 的中 ��� 856（487番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．0―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．2―47．2―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカファイン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．10．22 京都3着

2009．3．7生 牡5栗 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート 19戦3勝 賞金 32，752，000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。
（非抽選馬） 2頭 タマモマナムスメ号・ハヤブサ号
※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。

01008 1月5日 晴 良 （26京都1）第1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）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

24 シンゼンレンジャー 牡5黒鹿57 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 498＋101：52．0 5．4�

36 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 56 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 506＋14 〃 ハナ 17．2�
35 カーティスバローズ 牡4鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 496＋ 21：52．1� 6．2�
11 アドマイヤイバマ 牡4芦 56 後藤 浩輝近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋121：52．31	 24．9�
23 ツルマルスピリット 牡7青鹿57 C．ルメール 鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 510＋101：52．51	 4．2�

（仏）

47 ソルモンターレ 牡8鹿 57
54 ▲森 一馬�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B466－ 21：52．6クビ 8．1	

612 コピーライター 牡4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 518－ 6 〃 クビ 229．2

714 サンライズバロン 牡4鹿 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 500－ 41：52．7� 11．8�
12 ゲームフェイス 牡4芦 56 川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 546－ 21：52．8クビ 32．7�
816 トゥヴァビエン 牡4黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 526± 01：53．43	 28．2
713
 アイアンテール 牡6鹿 57

55 △藤懸 貴志鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 524－ 6 〃 ハナ 16．5�
510 エーシンヘディング 牡4鹿 56 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：53．93 4．6�
48 
 ミッキーマーチ �5栗 57 酒井 学野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：54．96 103．3�
59 シニスタークイーン 牝5黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454＋ 41：55．11 164．2�
611 テ ツ キ セ キ 牡8黒鹿57 畑端 省吾木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454＋101：56．8大差 362．6�
（15頭）

815�
 エアウィーバー 牡5鹿 57 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Cardinal
Farm LLC ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，735，200円 複勝： 82，236，300円 枠連： 35，791，800円
馬連： 128，561，400円 馬単： 73，180，300円 ワイド： 57，065，900円
3連複： 179，602，800円 3連単： 275，391，100円 計： 877，564，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 500円 � 220円 枠 連（2－3） 510円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 9，670円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 650円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 54，430円

票 数

単勝票数 計 457352 的中 � 67663（3番人気）
複勝票数 計 822363 的中 � 103642（4番人気）� 36921（8番人気）� 111289（3番人気）
枠連票数 計 357918 的中 （2－3） 52396（1番人気）
馬連票数 計1285614 的中 �� 18537（20番人気）
馬単票数 計 731803 的中 �� 5590（37番人気）
ワイド票数 計 570659 的中 �� 7661（24番人気）�� 22796（5番人気）�� 10275（14番人気）
3連複票数 計1796028 的中 ��� 17161（25番人気）
3連単票数 計2753911 的中 ��� 3734（182番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．4―12．3―12．9―13．2―12．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．6―47．9―1：00．8―1：14．0―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．0
1
3
13，14，16（5，6）（8，9）（2，3，7）（10，11）－1，4，12
13，14（5，16）6，9（2，8，10）7（3，1）4，11，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンゼンレンジャー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ジ ェ リ デビュー 2011．7．3 京都1着

2009．5．3生 牡5黒鹿 母 キョウエイフルハム 母母 ケイシュウアップ 23戦3勝 賞金 49，218，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 エアウィーバー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 サンライズバロン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戒告。（被害馬：9番・8番）
※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） 3頭 アグネスダリム号・クラージュドール号・パンタレイ号
（非抽選馬） 2頭 カノヤプレジデント号・トップオブカハラ号
※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。



01009 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第9競走 ��
��2，000�

ふ く じ ゅ そ う

福 寿 草 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

77 サトノロブロイ 牡3鹿 56 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514－ 62：00．1 9．2�
88 ハギノハイブリッド 牡3栗 56 C．ルメール 日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 450± 02：00．31� 13．3�

（仏）

22 ガリバルディ 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 492－ 62：00．4� 1．5�
11 サングレアル 牝3青鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 418－ 22：00．71� 3．6�
66 ウイントゥモロー 牡3黒鹿56 柴田 大知�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 494＋ 22：00．91� 31．7	
33 コウエイワンマン 牡3黒鹿56 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532＋ 22：01．11	 67．7

55 
 オールステイ 牡3鹿 56 浜中 俊石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 490－ 62：01．31� 62．3�
44 レッドカイザー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：01．93	 30．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 83，533，700円 複勝： 183，535，300円 枠連： 発売なし
馬連： 151，805，600円 馬単： 131，077，000円 ワイド： 55，892，300円
3連複： 154，713，900円 3連単： 619，880，800円 計： 1，380，438，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 170円 � 210円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 550円 �� 230円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 835337 的中 � 72333（3番人気）
複勝票数 計1835353 的中 � 132552（3番人気）� 85735（4番人気）� 1273930（1番人気）
馬連票数 計1518056 的中 �� 38400（8番人気）
馬単票数 計1310770 的中 �� 14879（16番人気）
ワイド票数 計 558923 的中 �� 22021（7番人気）�� 69131（2番人気）�� 44077（3番人気）
3連複票数 計1547139 的中 ��� 97773（4番人気）
3連単票数 計6198808 的中 ��� 26178（44番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．9―11．8―12．0―12．7―12．3―12．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．2―47．0―59．0―1：11．7―1：24．0―1：36．2―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノロブロイ 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 Distorted Humor デビュー 2013．8．4 函館4着

2011．5．9生 牡3鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 5戦2勝 賞金 19，943，000円
〔騎手変更〕 ウイントゥモロー号の騎手中井裕二は，病気のため柴田大知に変更。
※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。

01010 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第10競走 ��
��1，800�

はつゆめ

初夢ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

34 マイネルバイカ 牡5鹿 57 和田 竜二 �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 494＋ 81：50．7 4．5�

610 マイネルクロップ 牡4芦 56 柴田 大知 �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 500＋ 61：51．12� 8．7�

611 サ ン ビ ス タ 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 470± 01：51．2クビ 16．9�

47 ハ リ ケ ー ン 牡6鹿 57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋ 4 〃 アタマ 4．6�
22 キングヒーロー 牡5黒鹿57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 512＋101：51．41� 44．5�
35 トウショウヘイロー 牡5鹿 57 武 豊トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534－ 21：51．61	 7．3	
58 マ ス ト ハ ブ 牡7鹿 57 C．ルメール 青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 536＋ 61：51．7� 29．3


（仏）

814 タガノジンガロ 牡7鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 520＋ 4 〃 ハナ 13．4�

712 クリノヒマラヤオー 牡4黒鹿56 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488＋ 41：51．8
 9．0�
23 コ ル ー ジ ャ �6鹿 57 国分 優作野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B494＋ 41：52．01	 15．5
11 スターソード 牡4鹿 56 幸 英明村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 508＋121：52．2
 19．8�
46 スズカロジック 牡6栗 57 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 506＋ 41：52．41	 55．8�
713 イセノスバル 牡8青 57 小林 徹弥大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 520＋ 61：54．7大差 392．2�
59 バトードール 牡7栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 （競走中止） 110．1�
815 メイショウコロンボ 牡5青 57 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 488＋ 6 （競走中止） 8．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，157，200円 複勝： 109，546，600円 枠連： 59，255，700円
馬連： 236，772，400円 馬単： 114，063，400円 ワイド： 90，803，500円
3連複： 318，812，300円 3連単： 493，790，600円 計： 1，484，201，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 270円 � 420円 枠 連（3－6） 780円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，660円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 42，050円

票 数

単勝票数 計 611572 的中 � 108266（1番人気）
複勝票数 計1095466 的中 � 169063（2番人気）� 108967（3番人気）� 60618（9番人気）
枠連票数 計 592557 的中 （3－6） 56289（3番人気）
馬連票数 計2367724 的中 �� 103798（3番人気）
馬単票数 計1140634 的中 �� 25955（4番人気）
ワイド票数 計 908035 的中 �� 33623（3番人気）�� 13226（24番人気）�� 13253（23番人気）
3連複票数 計3188123 的中 ��� 24815（32番人気）
3連単票数 計4937906 的中 ��� 8667（125番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．8―13．0―12．2―11．8―11．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．7―49．7―1：01．9―1：13．7―1：25．5―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルバイカ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．10．16 京都6着

2009．2．18生 牡5鹿 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 19戦5勝 賞金 83，469，000円
〔発走状況〕 スズカロジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 メイショウコロンボ号・バトードール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第52回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，25．1．5以降25．12．23まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

12 エキストラエンド 牡5鹿 55 C．ルメール �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472＋101：32．5 10．1�
（仏）

36 オースミナイン 牡4鹿 54 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 476＋ 41：32．71� 4．1�
510 ガ ル ボ 牡7青 58 岩田 康誠石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 474± 01：32．8� 9．9�
713 ブレイズアトレイル 牡5芦 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 アタマ 43．2�
47 シャイニープリンス 牡4青鹿55 和田 竜二小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 504－ 21：32．9クビ 12．6	
11 ドリームバスケット 牡7栗 56 川須 栄彦セゾンレースホース� 池上 昌弘 日高 荒井ファーム 462± 0 〃 クビ 54．7

23 スマートギア 牡9栗 56 小牧 太大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 462＋ 6 〃 ハナ 123．2�
35 トーセンレーヴ 牡6鹿 57．5 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 ハナ 9．4
612 テイエムオオタカ 牡6鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 502＋ 41：33．11	 72．7�
816 サンライズメジャー 牡5栗 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 488＋ 6 〃 アタマ 13．4�
48 マイネルラクリマ 牡6栗 58 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 488＋101：33．31	 5．9�
714 プリムラブルガリス 牡4鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484－ 21：33．93� 10．5�
611 ミヤジタイガ 牡4鹿 55 松山 弘平曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 500＋ 81：34．0� 52．8�
24 タマモナイスプレイ 牡9黒鹿54 酒井 学タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 494＋ 41：34．21	 207．7�
59 メイケイペガスター 牡4青 56 藤田 伸二名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋101：34．83� 5．7�
815 ネオウィズダム 牡4鹿 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 81：35．12 34．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 229，628，300円 複勝： 320，587，100円 枠連： 280，322，700円 馬連： 1，363，682，000円 馬単： 473，889，600円
ワイド： 322，219，900円 3連複： 1，577，959，300円 3連単： 2，806，312，600円 5重勝： 688，049，200円 計： 8，062，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 340円 � 180円 � 290円 枠 連（1－3） 1，540円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，780円 �� 820円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 55，260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����� 6，117，840円

票 数

単勝票数 計2296283 的中 � 180436（6番人気）
複勝票数 計3205871 的中 � 219098（7番人気）� 590074（1番人気）� 270195（4番人気）
枠連票数 計2803227 的中 （1－3） 135007（6番人気）
馬連票数 計13636820 的中 �� 435087（8番人気）
馬単票数 計4738896 的中 �� 60096（19番人気）
ワイド票数 計3222199 的中 �� 97053（8番人気）�� 43059（25番人気）�� 99103（7番人気）
3連複票数 計15779593 的中 ��� 137232（29番人気）
3連単票数 計28063126 的中 ��� 37480（180番人気）
5重勝票数 計6880492 的中 ����� 83

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．9―11．5―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．7―46．6―58．1―1：09．4―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．4
3 ・（4，12）（13，9）（7，14）（10，15）（1，5，11，16）（2，6，8）－3 4 ・（4，12）（7，13）（14，9）10（1，5，15，16）（2，6，11）8，3

勝馬の
紹 介

エキストラエンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．1．5 京都4着

2009．4．7生 牡5鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja 15戦6勝 賞金 128，769，000円
〔発走状況〕 ネオウィズダム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ネオウィズダム号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）17頭 アスカトップレディ号・エアラフォン号・カオスモス号・キラウエア号・クィーンズバーン号・セイルラージ号・

タイキパーシヴァル号・ダノンスパシーバ号・ティアップゴールド号・ナムラビクター号・ハートビートソング号・
ボストンエンペラー号・メイショウウズシオ号・ラインブラッド号・レッドアリオン号・ローガンサファイア号・
ワイズリー号

※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。

01012 1月5日 晴 良 （26京都1）第1日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

69 ラーストチカ 牝4黒鹿54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 448± 01：21．7 16．4�
610 ヒシガーネット 牝4青鹿 54

51 ▲岩崎 翼阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 460－ 4 〃 クビ 21．4�
22 タガノザイオン 牡7鹿 57 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494± 01：21．8クビ 21．7�
34 シンジュボシ 牝4栗 54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 492＋ 41：21．9� 4．0�
45 	 ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 56 後藤 浩輝林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 494－ 4 〃 クビ 3．5�
33 タガノグーフォ 
5黒鹿57 �島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 482＋ 4 〃 ハナ 59．0	
813 シンコープリンス 牡7青鹿57 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 462± 01：22．0� 113．1

11 パープルタイヨー 牡8鹿 57 北村 友一中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 446＋ 61：22．21� 122．8�
814 スリーアルテミス 牝6鹿 55 福永 祐一永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B468－ 21：22．41� 13．3�
712 ウィザーズポケット 牡5鹿 57 松田 大作ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 460＋ 4 〃 ハナ 4．1�
58 マイティースコール 牡6栗 57

56 ☆菱田 裕二小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 73．5�

46  ハイマウンテン 牝4鹿 54 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 438－ 81：22．5� 61．7�
57 ミリオンフレッシュ 牡4黒鹿56 松山 弘平池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 478± 01：22．6� 17．4�
711 エイシンキンチェム 牝5鹿 55 C．ルメール 平井 克彦氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 492＋ 4 〃 クビ 7．6�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 85，791，800円 複勝： 128，081，100円 枠連： 70，255，200円
馬連： 275，054，300円 馬単： 150，142，200円 ワイド： 109，222，700円
3連複： 363，002，400円 3連単： 695，424，300円 計： 1，876，974，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 450円 � 650円 � 500円 枠 連（6－6） 16，410円

馬 連 �� 16，560円 馬 単 �� 34，440円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 3，480円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 91，280円 3 連 単 ��� 570，250円

票 数

単勝票数 計 857918 的中 � 41348（6番人気）
複勝票数 計1280811 的中 � 76598（6番人気）� 50857（9番人気）� 69116（8番人気）
枠連票数 計 702552 的中 （6－6） 3161（28番人気）
馬連票数 計2750543 的中 �� 12265（41番人気）
馬単票数 計1501422 的中 �� 3218（85番人気）
ワイド票数 計1092227 的中 �� 5649（42番人気）�� 7761（37番人気）�� 5757（41番人気）
3連複票数 計3630024 的中 ��� 2935（165番人気）
3連単票数 計6954243 的中 ��� 900（949番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．5―47．3―58．9―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラーストチカ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 京都12着

2010．3．23生 牝4黒鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 10戦3勝 賞金 26，450，000円
〔騎手変更〕 マイティースコール号の騎手中井裕二は，病気のため菱田裕二に変更。
〔制裁〕 ヒュウマ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11番・12番）
※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。

５レース目



（26京都1）第1日 1月5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 176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

250，410，000円
6，040，000円
1，670，000円
23，080，000円
69，379，000円
4，848，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
734，777，200円
1，225，102，900円
605，005，100円
2，695，625，200円
1，301，905，500円
901，328，300円
3，367，253，600円
6，129，733，500円
688，049，200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 17，648，780，500円

総入場人員 56，123名 （有料入場人員 52，433名）
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