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01037 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 タイキマーシャ 牝3栗 54 C．ルメール�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 434＋ 41：13．7 11．2�
（仏）

35 メイショウアシタバ 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 468± 0 〃 ハナ 5．2�
510 ドリーボヌール 牝3鹿 54 W．ビュイック 吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 444± 01：13．8� 2．1�

（英）

47 テイエムトリック 牝3黒鹿54 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 岡本牧場 440－ 21：14．01 8．8�
714 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 456－ 41：14．1� 25．6�
12 プリーズドスマイル 牝3鹿 54 池添 謙一 	グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 434± 01：14．2� 28．7

816 ワンダーテルヌーラ 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 444－ 4 〃 ハナ 15．2�
713 グレートエンジェル 牝3鹿 54 国分 恭介田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 474± 0 〃 ハナ 46．4�
611 ミナミワオリーブ 牝3栗 54 太宰 啓介鈴木 邦英氏 鈴木 孝志 日高 賀張中川牧場 414－ 61：14．51� 32．1
24 キセキノチャンス 牝3栗 54 岩田 康誠深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 486－ 61：14．6� 6．3�
59 ア ギ ャ ン ト 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 444－201：15．45 93．2�
612 クリノマナスル 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 日吉 正和 日高 日西牧場 436－ 6 〃 ハナ 240．8�
36 サ チ ヒ メ 牝3青鹿54 古川 吉洋林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 430－141：15．61 81．6�
23 レーリュッケン 牝3黒鹿54 柴山 雄一�ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 444± 01：15．91� 255．3�
48 グッバイタキオン 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466± 01：16．64 307．1�
815 ヤマイチコマチ 牝3栗 54 佐久間寛志坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 450－ 81：17．23� 434．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，578，000円 複勝： 51，572，500円 枠連： 14，333，900円
馬連： 60，770，100円 馬単： 40，002，800円 ワイド： 33，136，600円
3連複： 92，892，200円 3連単： 137，877，000円 計： 460，163，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 250円 � 190円 � 130円 枠 連（1－3） 1，780円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 900円 �� 490円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 16，750円

票 数

単勝票数 計 295780 的中 � 20834（5番人気）
複勝票数 計 515725 的中 � 42150（5番人気）� 66628（3番人気）� 146192（1番人気）
枠連票数 計 143339 的中 （1－3） 5971（9番人気）
馬連票数 計 607701 的中 �� 15823（11番人気）
馬単票数 計 400028 的中 �� 5500（21番人気）
ワイド票数 計 331366 的中 �� 8354（13番人気）�� 16532（5番人気）�� 28321（2番人気）
3連複票数 計 928922 的中 ��� 42489（3番人気）
3連単票数 計1378770 的中 ��� 6077（49番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．8―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．7―48．2―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 ・（1，7）10，5（8，13，16）（4，14）（9，11，12）2，6－15－3 4 ・（1，7）10，5（13，16）（4，14）－（11，12）8，2，9，6－（15，3）

勝馬の
紹 介

タイキマーシャ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー 2012．11．17 京都6着

2010．4．8生 牝3栗 母 ヤングエブロス 母母 メイトウヒカリ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アギャント号の騎手中井裕二は，病気のため藤懸貴志に変更。
※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。
（非当選馬） 2頭 カノン号・ヤマノダイヤ号
※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。

01038 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時45分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 タガノビリーヴィン 牡3黒鹿56 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 490＋ 21：55．0 5．0�
23 スズカファイター 牡3鹿 56 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456± 0 〃 ハナ 18．6�
12 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 472＋ 21：55．21 1．9�
36 バードバーニング 牡3鹿 56 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B446± 01：55．94 43．8�
59 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 476± 01：56．0� 8．8�
713 ホットサマーホット 牡3鹿 56 秋山真一郎 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 454－ 21：56．31� 77．2	
48 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 幸 英明有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－101：56．51� 7．4

510 オリエンタルサン 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 470＋ 41：56．6クビ 123．3�
24 テイエムオオワシ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 490＋ 21：56．92 276．0�
611 スナークスクリプト 牡3鹿 56 高倉 稜杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか 嶋田牧場 496－ 21：57．0� 47．4
47 ビコーピリラニ 牡3栗 56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 468－ 21：57．32 62．7�
35 ラインノーブル 牡3鹿 56 藤岡 佑介大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 506－ 21：57．4クビ 53．8�
815 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 462± 01：57．72 16．4�
612 ウエスタンストーム 牡3鹿 56 鮫島 良太 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 446－ 81：58．33� 146．8�
714 キョウワクリスタル 牡3黒鹿56 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 422－ 21：58．62 16．9�
816 ゴーイングベル 牡3芦 56 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 482＋ 81：59．77 176．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，119，900円 複勝： 42，613，600円 枠連： 16，434，200円
馬連： 54，587，400円 馬単： 38，511，600円 ワイド： 29，024，400円
3連複： 77，962，800円 3連単： 129，953，700円 計： 417，207，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 440円 � 120円 枠 連（1－2） 1，540円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 240円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 17，620円

票 数

単勝票数 計 281199 的中 � 44614（2番人気）
複勝票数 計 426136 的中 � 65579（2番人気）� 15536（7番人気）� 146584（1番人気）
枠連票数 計 164342 的中 （1－2） 7917（7番人気）
馬連票数 計 545874 的中 �� 10202（14番人気）
馬単票数 計 385116 的中 �� 4309（22番人気）
ワイド票数 計 290244 的中 �� 5264（16番人気）�� 35470（1番人気）�� 10148（5番人気）
3連複票数 計 779628 的中 ��� 29341（6番人気）
3連単票数 計1299537 的中 ��� 5445（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．9―49．9―1：03．1―1：16．2―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノビリーヴィン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．7 中京中止

2010．2．20生 牡3黒鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 4戦1勝 賞金 6，500，000円
〔騎手変更〕 テイエムオオワシ号の騎手花田大昂は，病気のため藤懸貴志に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 コスミックワンダー号・コルブラント号・ハンサムヒーロー号・ファーザモア号・ブラックコール号

第１回 京都競馬 第４日



01039 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時15分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

48 テイクファイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476 ―1：14．1 23．7�
12 ヒカリユニキャスト 牡3黒鹿56 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 534 ― 〃 アタマ 24．7�
23 キングソング 牡3鹿 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 430 ―1：14．2� 2．3�
815 グレイングロース 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 498 ―1：14．41� 4．3�
11 プルチネルラ 	3黒鹿56 国分 恭介加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 462 ―1：14．71
 46．9	
510 ピンクストーン 牝3鹿 54 C．ルメール 吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 440 ― 〃 クビ 4．9


（仏）

59 ボーンアゲイン 牝3栗 54 小坂 忠士山上 和良氏 境 直行 日高 荒井ファーム 428 ―1：15．44 214．9�
36 アップアンカー 牡3栗 56 藤岡 佑介加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 520 ―1：15．61� 30．9�
713� シゲルアクエリアス 牡3鹿 56 福永 祐一森中 蕃氏 加藤 敬二 米 Lambholm 504 ―1：15．81� 16．0
24 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 456 ―1：16．22� 11．7�
816� アスターバリュー 牝3芦 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green

Stable 438 ―1：16．3� 67．4�
47 カシノオーブ 牡3鹿 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 452 ― 〃 ハナ 211．1�
35 ナイストップラン 牡3芦 56

53 ▲水口 優也菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 490 ― 〃 クビ 64．7�
714 エンジェルローズ 牝3芦 54 北村 友一�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 428 ―1：16．4� 80．5�
612 ヤマカツヒロイン 牝3黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二山田 和夫氏 武 宏平 新ひだか 岡田牧場 450 ―1：17．46 28．8�
611 バックボーン 牝3鹿 54 高倉 稜小野 博郷氏 崎山 博樹 新冠 パカパカ

ファーム 464 ― （競走中止） 280．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，180，100円 複勝： 37，119，700円 枠連： 15，961，100円
馬連： 47，827，100円 馬単： 35，504，000円 ワイド： 24，392，000円
3連複： 64，617，200円 3連単： 104，262，600円 計： 356，863，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 450円 � 500円 � 130円 枠 連（1－4） 6，920円

馬 連 �� 15，400円 馬 単 �� 39，470円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 920円 �� 910円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 126，150円

票 数

単勝票数 計 271801 的中 � 9059（6番人気）
複勝票数 計 371197 的中 � 16885（5番人気）� 14814（7番人気）� 112847（1番人気）
枠連票数 計 159611 的中 （1－4） 1704（22番人気）
馬連票数 計 478271 的中 �� 2293（39番人気）
馬単票数 計 355040 的中 �� 664（86番人気）
ワイド票数 計 243920 的中 �� 1605（38番人気）�� 6682（7番人気）�� 6806（6番人気）
3連複票数 計 646172 的中 ��� 4005（36番人気）
3連単票数 計1042626 的中 ��� 610（314番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．2―12．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．3―36．5―49．2―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクファイア �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2010．5．3生 牡3鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ナイストップラン号の騎手中井裕二は，病気のため水口優也に変更。
〔競走中止〕 バックボーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノロブソン号・メイショウユキチ号
※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。

01040 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

612 ロードクルセイダー 牡3黒鹿56 北村 友一 �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 456± 01：54．0 18．3�
714 コ ウ セ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 476＋ 61：54．42� 11．6�
36 タマノペルセウス 牡3鹿 56 幸 英明玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 522＋18 〃 ハナ 11．9�
48 イスカンダル 牡3鹿 56 福永 祐一前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 81：54．82� 20．5�
47 フミノファルコン 牡3黒鹿56 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 534± 0 〃 ハナ 22．5�
35 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 486＋101：54．9� 86．2	
611 シェイクザバーレイ 牡3鹿 56 武 豊 
サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524± 01：55．0� 5．5�
23 インカンテーション 牡3鹿 56 国分 優作
ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 480＋ 4 〃 アタマ 21．1�
816 タガノギャラクシー 牡3鹿 56 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526± 01：55．31� 2．9
510 ヒロノエンペラー 牡3青鹿56 川田 将雅サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 458± 0 〃 クビ 23．9�
24 ローレルベロボーグ 牡3黒鹿56 浜中 俊 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 494＋ 81：55．61� 4．6�
713 シゲルオオカミザ 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 452＋ 81：55．7クビ 43．1�
11 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 61：55．91	 98．1�
12 キンショータイム 牡3栗 56 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 488＋121：56．0� 155．0�
59 トップエトワール 牡3芦 56 高倉 稜
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 498－ 21：57．59 251．2�
815 ヴォルカニック 牡3芦 56 松田 大作今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 静内白井牧場 484－122：00．2大差 20．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，699，000円 複勝： 49，426，800円 枠連： 20，356，000円
馬連： 66，105，700円 馬単： 43，020，600円 ワイド： 32，645，100円
3連複： 93，169，000円 3連単： 139，480，800円 計： 476，903，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 470円 � 430円 � 310円 枠 連（6－7） 2，280円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 22，930円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 1，900円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 27，440円 3 連 単 ��� 210，080円

票 数

単勝票数 計 326990 的中 � 14101（6番人気）
複勝票数 計 494268 的中 � 26682（6番人気）� 29910（5番人気）� 44717（4番人気）
枠連票数 計 203560 的中 （6－7） 6605（12番人気）
馬連票数 計 661057 的中 �� 5461（37番人気）
馬単票数 計 430206 的中 �� 1385（84番人気）
ワイド票数 計 326451 的中 �� 2584（42番人気）�� 4256（26番人気）�� 4195（27番人気）
3連複票数 計 931690 的中 ��� 2506（94番人気）
3連単票数 計1394808 的中 ��� 490（675番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．1―36．1―49．3―1：02．7―1：15．2―1：27．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードクルセイダー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．21 京都9着

2010．3．16生 牡3黒鹿 母 レディアーティスト 母母 レディバラード 4戦2勝 賞金 12，000，000円
〔騎手変更〕 ローレルベロボーグ号の騎手中井裕二は，病気のため浜中俊に変更。

ヒロノエンペラー号の騎手藤岡佑介は，検査のため川田将雅に変更。
〔制裁〕 コウセン号の騎手岩田康誠は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

イスカンダル号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年1月19日から平成25年1月
20日まで騎乗停止。（被害馬：10番・11番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォルカニック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月13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 ウェーブオーキッド号・パーフェクトスコア号・マイネルクロップ号



01041 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・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
1：33．0
1：30．7

良
良

35 カレンケカリーナ 牝3黒鹿54 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488－ 21：34．9 1．6�
47 チェネレントラ 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 81：35．0クビ 12．3�
611 ミラクルラヴィ 牝3栗 54 岩田 康誠藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 470＋ 4 〃 アタマ 18．1�
36 ラッキーマンボ 牝3鹿 54 国分 恭介 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 484＋ 61：35．1� 13．7�
48 エーシンラクーン 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 458－ 2 〃 クビ 12．8	
24 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54 秋山真一郎名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 482－ 21：35．31� 64．3

815 チャームドヴェール 牝3鹿 54 W．ビュイック �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 444－181：35．51� 6．8�

（英）

11 ブレイヴフィート 牝3鹿 54 藤岡 佑介下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 446± 01：35．6クビ 26．6
612 シゲルコウマザ 牝3芦 54 小牧 太森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 416± 0 〃 クビ 26．6
12 ドライブマイカー 牝3黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 智之 日高 下川 茂広 434－ 61：35．92 231．4�
816 シュンシャイン 牝3栗 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 448－ 21：36．0クビ 133．2�
714 トーワフォーエバー 牝3芦 54 川須 栄彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 458－ 2 〃 クビ 53．3�
23 ロージーローズ 牝3鹿 54 鮫島 良太北駿競走馬組合 田島 良保 新ひだか 上村 清志 448± 01：36．21 249．3�
713 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 418－ 21：36．62� 22．9�
510 ア マ ス ト レ 牝3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志門野 重雄氏 千田 輝彦 新ひだか 原口牧場 434＋ 81：36．7クビ 275．0�
59 タガノグッピー 牝3栗 54 浜中 俊八木 良司氏 村山 明 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 41：39．2大差 40．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，563，600円 複勝： 63，069，900円 枠連： 23，360，200円
馬連： 67，814，800円 馬単： 55，792，200円 ワイド： 38，102，500円
3連複： 94，954，800円 3連単： 165，821，800円 計： 550，479，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 310円 枠 連（3－4） 430円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 470円 �� 570円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 10，190円

票 数

単勝票数 計 415636 的中 � 208075（1番人気）
複勝票数 計 630699 的中 � 250900（1番人気）� 48329（4番人気）� 36227（5番人気）
枠連票数 計 233602 的中 （3－4） 40377（1番人気）
馬連票数 計 678148 的中 �� 52454（3番人気）
馬単票数 計 557922 的中 �� 31344（3番人気）
ワイド票数 計 381025 的中 �� 21147（4番人気）�� 16915（6番人気）�� 4860（21番人気）
3連複票数 計 949548 的中 ��� 20844（8番人気）
3連単票数 計1658218 的中 ��� 12019（17番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―12．0―12．1―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．5―46．5―58．6―1：10．6―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンケカリーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．11．24 京都2着

2010．2．11生 牝3黒鹿 母 センスオブアート 母母 Bishop’s Mate 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 アマストレ号の騎手中井裕二は，病気のため藤懸貴志に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノグッピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月13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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 チョウワンダー号・テイエムメデル号・ハッピーポケット号・パルテンツァ号・パープルルビー号・

プランタンビジュー号
※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。

01042 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・右・外）
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
1：44．7
1：44．1

良
良

815 トーセンソレイユ 牝3鹿 54 W．ビュイック 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 424 ―1：52．0 2．7�
（英）

714 ショウナンバーキン 牝3青 54 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 444 ― 〃 クビ 21．2�
713 ポ ポ ル ブ フ 牡3芦 56 蛯名 正義吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 472 ―1：52．21� 19．0�
510 レッドフォーチュン 牝3芦 54 川須 栄彦杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 450 ― 〃 クビ 23．1�
24 パラッパラッパー 牡3鹿 56 C．ルメール 西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 476 ―1：52．3� 14．0�

（仏）

23 エーシンオマーン 牝3鹿 54 幸 英明	栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 478 ―1：52．51 13．1

35 ハギノソフィア 牝3栗 54 秋山真一郎安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 466 ―1：52．71� 40．8�
816 レッドクラーケン 牡3鹿 56 酒井 学 	東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 508 ― 〃 クビ 115．3�
47 アティトラン 牝3鹿 54 藤岡 佑介 キャロットファーム 清水 出美 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：52．91� 25．2�
59 レッドサクセサー 牡3青鹿56 浜中 俊 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 512 ―1：53．43 3．9�
12 ガールフレンド 牝3栗 54 小林 徹弥北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 386 ―1：54．14 341．0�
612 ショウサンメグレス 牡3芦 56 荻野 琢真鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 帰山 清貴 476 ―1：54．84 172．6�
36 アフリートイモン 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 556 ―1：55．12 253．5�
48 マイネルイグナイト 牡3青鹿56 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 504 ―1：55．31� 112．3�
11 アルテミスハート 牝3青鹿54 岩田 康誠 社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482 ―1：55．4� 4．2�
611 テイエムアイガー 牡3青鹿56 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 518 ―1：56．89 310．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，230，400円 複勝： 41，190，700円 枠連： 21，377，700円
馬連： 63，444，900円 馬単： 43，209，300円 ワイド： 30，339，000円
3連複： 79，751，000円 3連単： 131，247，000円 計： 442，790，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 500円 � 420円 枠 連（7－8） 1，230円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，110円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 42，060円

票 数

単勝票数 計 322304 的中 � 95205（1番人気）
複勝票数 計 411907 的中 � 95328（1番人気）� 17624（9番人気）� 21795（6番人気）
枠連票数 計 213777 的中 （7－8） 12850（8番人気）
馬連票数 計 634449 的中 �� 17165（11番人気）
馬単票数 計 432093 的中 �� 8517（12番人気）
ワイド票数 計 303390 的中 �� 6283（17番人気）�� 6889（14番人気）�� 2532（35番人気）
3連複票数 計 797510 的中 ��� 5555（38番人気）
3連単票数 計1312470 的中 ��� 2303（131番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．4―13．5―13．8―12．9―12．3―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．1―50．6―1：04．4―1：17．3―1：29．6―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．7
3 14（15，16）4（10，5，13）1（3，9）2（7，12）（8，6，11） 4 14（15，16）4（10，13）5（1，9）3（2，7）12（6，11）－8

勝馬の
紹 介

トーセンソレイユ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao 初出走

2010．1．20生 牝3鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※トーセンソレイユ号・マイネルイグナイト号・レッドフォーチュン号は，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。



01043 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

611 ハ ヤ ブ サ 牡4鹿 56 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 460＋ 61：25．4 8．4�
612 オビーディエント 牡4黒鹿56 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 450＋ 4 〃 アタマ 34．6�
23 ナリタスーパーワン 牡4鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 2 〃 クビ 1．5�
35 エーシンクルゼ 牡4芦 56 蛯名 正義�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 516－ 41：25．5� 10．8�
713 シゲルケンシン 牡6鹿 57 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 486＋ 61：25．6クビ 77．4�
714 タマモデザイア 牡4鹿 56 川須 栄彦タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 488＋ 61：25．81� 24．6	
48 マイネルアルティマ 牡4芦 56 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 476＋ 21：25．9� 35．2

816 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 478＋ 41：26．0クビ 9．2�
47 エアギベオン 	5青鹿57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 追分ファーム 480＋ 61：26．1� 44．3�
11 
 リアリーサムシング 牡5栗 57 北村 友一吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 474＋ 6 〃 クビ 89．0
24 アルティザン 	4鹿 56 川島 信二 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 476－ 41：26．2� 230．5�
510 カネトシスタチュー 牡4青鹿56 高倉 稜兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 472＋ 81：26．3� 95．2�
815 キングブラーボ 牡5黒鹿57 幸 英明村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 520＋ 21：26．51� 60．5�
12 キーブランド 牡4鹿 56 太宰 啓介北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 502＋101：26．6クビ 40．8�
59 サワヤカユウタ 牡5栗 57

54 ▲菱田 裕二中野 義一氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 466＋ 41：26．7� 52．7�
36 ブランアマン 牡4黒鹿56 藤岡 佑介�三嶋牧場 高橋 義忠 浦河 上田 五十詞 496＋221：28．29 45．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，168，400円 複勝： 137，050，000円 枠連： 23，103，300円
馬連： 79，355，800円 馬単： 71，506，300円 ワイド： 42，560，800円
3連複： 110，680，800円 3連単： 234，604，100円 計： 736，029，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 180円 � 770円 � 110円 枠 連（6－6） 12，850円

馬 連 �� 12，920円 馬 単 �� 24，780円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 230円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 78，990円

票 数

単勝票数 計 371684 的中 � 35257（2番人気）
複勝票数 計1370500 的中 � 99627（2番人気）� 14275（10番人気）� 950221（1番人気）
枠連票数 計 231033 的中 （6－6） 1327（27番人気）
馬連票数 計 793558 的中 �� 4536（26番人気）
馬単票数 計 715063 的中 �� 2130（43番人気）
ワイド票数 計 425608 的中 �� 4019（23番人気）�� 56790（1番人気）�� 8485（11番人気）
3連複票数 計1106808 的中 ��� 16300（12番人気）
3連単票数 計2346041 的中 ��� 2192（190番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―12．3―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．4―47．7―1：00．2―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 6，11（5，16，15）3（2，10，12）（4，7）14（1，8，13）9 4 6（11，16）（5，15）（3，10）12（2，7）（14，13）（4，8）（1，9）

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ブ サ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エアダブリン デビュー 2011．9．11 札幌6着

2009．3．1生 牡4鹿 母 フ ジ リ ュ ー 母母 サリーキーストン 9戦2勝 賞金 19，400，000円
〔騎手変更〕 ゴールデンオブジェ号の騎手中井裕二は，病気のため松山弘平に変更。

01044 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

35 アドマイヤフライト 牡4鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 532＋102：14．4 2．3�
612 ブランクヴァース 牡4黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504＋ 82：14．61� 3．9�
59 トウシンヤマト 牡5黒鹿57 C．ルメール�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476＋ 42：14．7	 24．3�
（仏）

815 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 秋山真一郎�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 62：14．91
 15．8�
714 サウンドバスター 牡5鹿 57 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 484＋ 42：15．21	 32．5	
24 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466± 02：15．3� 17．8

36 マイネルイグアス 牡4青鹿56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 470± 02：15．51
 115．6�
12 ベンジャミン 牡5青鹿57 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 514± 0 〃 アタマ 6．7�
510 コーディリア 牝4青 54 国分 優作 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 450± 0 〃 ハナ 162．7
48 マ カ ハ 牡4鹿 56 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム 464－ 22：15．6� 8．1�
611� エメラルブライト 牡5黒鹿 57

54 ▲菱田 裕二高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 82：15．7	 583．0�

47 フレンチボウ 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 460＋ 62：15．8� 24．8�
713 アメイジングアスク 牡5黒鹿57 幸 英明廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 426－ 42：15．9� 228．5�
23 カ ー バ 牡4青鹿56 田中 健�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B496＋ 22：16．21	 117．8�
11 アクロスザライト 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 502＋162：17．37 74．0�
816 ドラケンスバーグ 牡4黒鹿56 小牧 太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494－202：18．57 49．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，246，700円 複勝： 64，936，800円 枠連： 22，653，900円
馬連： 91，339，500円 馬単： 55，903，600円 ワイド： 40，675，900円
3連複： 113，072，900円 3連単： 193，312，900円 計： 620，142，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 460円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 220円 �� 950円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 382467 的中 � 131652（1番人気）
複勝票数 計 649368 的中 � 200195（1番人気）� 119906（2番人気）� 22486（7番人気）
枠連票数 計 226539 的中 （3－6） 37492（1番人気）
馬連票数 計 913395 的中 �� 146669（1番人気）
馬単票数 計 559036 的中 �� 44029（1番人気）
ワイド票数 計 406759 的中 �� 56069（1番人気）�� 9455（11番人気）�� 8164（13番人気）
3連複票数 計1130729 的中 ��� 33623（5番人気）
3連単票数 計1933129 的中 ��� 18479（13番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．9―12．2―12．8―13．2―13．4―12．6―12．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．2―35．1―47．3―1：00．1―1：13．3―1：26．7―1：39．3―1：51．5―2：02．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤフライト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．1．15 京都3着

2009．5．4生 牡4鹿 母 アドマイヤキセキ 母母 オトメゴコロ 7戦2勝 賞金 23，982，000円
〔制裁〕 エメラルブライト号の騎手菱田裕二は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エリモロワイヤル号・メイショウシレトコ号・メイショウミルキー号
（非抽選馬） 3頭 アクアブルーフライ号・ゼログラヴィティー号・テイエムオペラドン号
※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。



01045 1月13日 晴 良 （25京都1）第4日 第9競走 ��
��1，900�

ご じ ょ う ざ か

五 条 坂 特 別
発走14時35分 （ダート・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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

48 ジョヴァンニ 牡4栗 56 福永 祐一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506± 01：58．0 1．4�

47 ワイドバッハ 牡4鹿 56 小牧 太幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 484＋101：58．74 6．4�
714 アントニオピサ 牡4鹿 56 浜中 俊市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 61：58．8� 12．6�
24 シルクエステート 牡7青 57 秋山真一郎有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 466± 01：58．9クビ 34．1�
611 トップオブカハラ 牡6芦 57 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 498＋ 41：59．21� 258．0�
713 シルクターンベリー 牡6鹿 57 武 幸四郎有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 492± 01：59．3	 74．6�
11 オーヴァージョイド 牡5鹿 57 岩田 康誠 	サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 530－ 2 〃 クビ 8．1

35 テルミーホワイ 牡6鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498＋ 21：59．4クビ 85．9�
816 コ ル ー ジ ャ 
5鹿 57 川田 将雅野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B490± 0 〃 アタマ 81．5�
612 タイムズアロー 牡5栗 57 北村 友一 	社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：59．82	 16．3
59 スズカウラノス 牡4鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464＋ 42：00．01 60．5�
510 ワンダープリマ 牝7鹿 55 鮫島 良太山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム 470± 02：00．63	 481．8�
23 アーサーバローズ 牡4栗 56 W．ビュイック 猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 476± 02：00．92 59．9�

（英）

36 � サクラエンブレム 牡6青 57 酒井 学�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 500－ 42：01．0クビ 379．1�
815 ペガサスフォース 牡4栗 56 蛯名 正義松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 82：01．53 187．9�
12 ダイコクイモン 牡4青鹿56 川須 栄彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 470＋ 52：02．03 117．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，335，400円 複勝： 110，380，500円 枠連： 32，538，600円
馬連： 138，131，300円 馬単： 97，987，500円 ワイド： 57，744，100円
3連複： 178，603，300円 3連単： 375，464，800円 計： 1，043，185，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 230円 枠 連（4－4） 410円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 220円 �� 330円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 523354 的中 � 298471（1番人気）
複勝票数 計1103805 的中 � 651376（1番人気）� 95362（3番人気）� 62177（4番人気）
枠連票数 計 325386 的中 （4－4） 59897（2番人気）
馬連票数 計1381313 的中 �� 273295（1番人気）
馬単票数 計 979875 的中 �� 139533（1番人気）
ワイド票数 計 577441 的中 �� 77594（2番人気）�� 43462（3番人気）�� 15198（8番人気）
3連複票数 計1786033 的中 ��� 119403（2番人気）
3連単票数 計3754648 的中 ��� 93731（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．2―29．8―43．2―55．8―1：08．1―1：20．3―1：32．5―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョヴァンニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．2．19 京都2着

2009．5．10生 牡4栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 7戦3勝 賞金 30，192，000円
〔発走状況〕 タイムズアロー号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エーシンスピーダー号・コウユーヒーロー号・ヒミノキンカメ号・ピュアマリーン号・ヤマタケディガー号・

ワイルドロジャー号
※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。

01046 1月13日 曇 良 （25京都1）第4日 第10競走 ��
��1，200�

やましな

山科ステークス
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

713� エーシンジェイワン 牡5栗 57 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B544± 01：11．5 4．3�
510 シルバーキセキ 牝6黒鹿55 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 460± 0 〃 クビ 4．6�
23 コウエイフラッシュ 	7鹿 57 柴山 雄一西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486＋ 2 〃 ハナ 33．5�
611� シゲルソウサイ 牡5鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 506± 01：11．71
 5．5�
12 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 鮫島 良太坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 496＋ 6 〃 ハナ 136．4�
59 エーシンポルックス 牡6芦 57 酒井 学�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B514± 01：11．8クビ 57．2	
612 アイディンパワー 牡7鹿 57 武 豊米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 502± 0 〃 アタマ 8．8

11 � チャンピオンヤマト 牡4鹿 56 秋山真一郎坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 462＋ 61：12．01 59．6�
24 ヒシコモンズ 牡7栗 57 北村 友一阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 484－ 4 〃 クビ 52．7�
36 カフェマーシャル 牡7芦 57 藤田 伸二西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 518－ 41：12．1クビ 41．1
816� ポアゾンブラック 牡4青鹿56 武 幸四郎村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 526＋ 61：12．31
 11．5�
47 スマートキャスター 	8青 57 高倉 稜大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 488－ 21：12．4� 171．6�
815 キ ズ マ 牡4鹿 56 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 2 〃 クビ 4．5�
714 サザンブレイズ 牡5栗 57 藤岡 佑介南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 484＋ 41：12．5クビ 22．6�
35 ブルーソックス 牡6鹿 57 C．ルメール 田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B490－ 61：12．6� 49．8�

（仏）

48 フリートアロー 牡4栗 56 国分 優作矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 498＋ 61：14．3大差 60．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，448，400円 複勝： 65，950，600円 枠連： 42，372，300円
馬連： 155，232，200円 馬単： 82，475，600円 ワイド： 53，777，700円
3連複： 201，399，800円 3連単： 349，743，000円 計： 990，399，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 150円 � 600円 枠 連（5－7） 910円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，680円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 31，410円

票 数

単勝票数 計 394484 的中 � 73648（1番人気）
複勝票数 計 659506 的中 � 94359（3番人気）� 144278（1番人気）� 20823（8番人気）
枠連票数 計 423723 的中 （5－7） 34654（6番人気）
馬連票数 計1552322 的中 �� 107182（2番人気）
馬単票数 計 824756 的中 �� 26653（7番人気）
ワイド票数 計 537777 的中 �� 34810（3番人気）�� 7486（18番人気）�� 9355（14番人気）
3連複票数 計2013998 的中 ��� 22051（16番人気）
3連単票数 計3497430 的中 ��� 8220（83番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―11．8―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジェイワン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Bates Motel デビュー 2010．9．26 阪神3着

2008．3．15生 牡5栗 母 Motel Lass 母母 Devil’s Lass 22戦5勝 賞金 73，699，000円
〔騎手変更〕 ブルーソックス号の騎手中井裕二は，病気のためC．ルメールに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エーシンビートロン号・カシノインカローズ号・カフェシュプリーム号・サマーソング号・パルラメンターレ号・

ビナスイート号・ホクトキングダム号
※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。

１レース目 ３レース目



01047 1月13日 曇 良 （25京都1）第4日 第11競走 ��
��2，400�第60回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，24．1．14以降25．1．6まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，218，000円 348，000円 174，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

12 カポーティスター 牡4黒鹿52 高倉 稜備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510－ 62：25．0 22．8�
11 ムスカテール 牡5黒鹿56 W．ビュイック 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋122：25．1� 4．0�

（英）

23 トウカイパラダイス 牡6黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 506＋ 62：25．2� 9．0�
35 カルドブレッサ 牡5栗 53 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 13．6�
611 エキストラエンド 牡4鹿 53 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470＋ 82：25．3クビ 11．4�
713 カ フ ナ 牡5黒鹿54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：25．51 7．4

（仏）

612 ナムラオウドウ 牡5黒鹿53 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 472＋ 22：25．6� 57．7�
24 メイショウカンパク 牡6黒鹿57．5 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 502＋20 〃 ハナ 19．1�
48 ホッコーガンバ 牡5鹿 52 国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 500＋ 22：25．7クビ 26．7
714 ダ コ ー ル 牡5鹿 55 福永 祐一	ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 2 〃 クビ 4．1�
510 エナージバイオ 牡8栗 50 酒井 学バイオ	 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 476－ 22：25．91	 206．4�
815 オールザットジャズ 牝5鹿 55 浜中 俊市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 62：26．0� 14．1�
59 ロードオブザリング 牡6鹿 55 池添 謙一 	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 512＋16 〃 アタマ 42．1�
36 サトノパンサー 牡5鹿 54 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 4 〃 アタマ 33．1�
47 メイショウウズシオ 牡6黒鹿55 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 476± 02：26．2� 14．5�
816 トップゾーン 牡7鹿 54 国分 恭介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 468± 02：26．41� 269．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 171，962，200円 複勝： 269，189，400円 枠連： 223，602，600円 馬連： 903，090，300円 馬単： 418，080，700円
ワイド： 285，049，500円 3連複： 1，334，163，700円 3連単： 2，196，611，700円 5重勝： 734，758，200円 計： 6，536，508，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 610円 � 200円 � 290円 枠 連（1－1） 4，020円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 9，840円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，630円 �� 800円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 63，590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����� 384，580円

票 数

単勝票数 計1719622 的中 � 59514（10番人気）
複勝票数 計2691894 的中 � 97112（9番人気）� 437424（2番人気）� 240210（4番人気）
枠連票数 計2236026 的中 （1－1） 41108（17番人気）
馬連票数 計9030903 的中 �� 163180（17番人気）
馬単票数 計4180807 的中 �� 31381（39番人気）
ワイド票数 計2850495 的中 �� 42313（21番人気）�� 25923（36番人気）�� 92088（6番人気）
3連複票数 計13341637 的中 ��� 98480（31番人気）
3連単票数 計21966117 的中 ��� 25493（207番人気）
5重勝票数 計7347582 的中 ����� 1410

ハロンタイム 12．5―11．6―11．8―12．2―12．3―12．3―12．5―12．5―12．1―11．9―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．1―35．9―48．1―1：00．4―1：12．7―1：25．2―1：37．7―1：49．8―2：01．7―2：13．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カポーティスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2012．2．12 京都2着

2009．2．22生 牡4黒鹿 母 サ ビ ア ー レ 母母 Sakura Fabulous 10戦4勝 賞金 96，687，000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 ロードラテアート号
（非抽選馬） 1頭 マキハタテノール号
※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。

01048 1月13日 曇 良 （25京都1）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・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
1：06．9
1：06．5

良
良

46 ラディアーレ 牡5鹿 57 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 464＋ 21：09．0 15．1�
815 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 484－ 21：09．1� 5．9�

（仏）

34 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 470± 01：09．42 3．2�
59 ロ ン ド 牝5青鹿55 川田 将雅水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 468± 0 〃 アタマ 3．9�
22 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 502＋121：09．61	 22．0	
11 メイショウカルロ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好
氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456－141：09．7クビ 74．6�
712
 ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 福永 祐一中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 468＋ 21：09．91	 5．4�
35 シエラデルタ 牡6黒鹿57 松田 大作山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 466－ 4 〃 クビ 75．9
23 ヴェアデイロス 牡4鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 442＋ 21：10．0� 27．5�
814 シ ャ イ ン 牡6鹿 57 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 482＋ 81：10．1� 206．7�
47 ヒシワイルド 牡4鹿 56 藤田 伸二阿部 雅英氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 484＋ 4 〃 ハナ 25．3�
610 カンファーネオ 牡6鹿 57 太宰 啓介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 496＋ 41：10．31	 185．4�
713 イントゥザストーム 牝4鹿 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 406± 01：10．4� 27．0�
611 ビップヴィットリオ 牡4黒鹿56 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 4 〃 ハナ 214．4�
58 キャプテンサクラ 牝4栗 54 蛯名 正義武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 482＋ 21：11．03� 14．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，965，700円 複勝： 90，365，600円 枠連： 52，131，200円
馬連： 192，543，900円 馬単： 106，301，000円 ワイド： 79，320，700円
3連複： 247，809，200円 3連単： 469，992，100円 計： 1，304，429，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 370円 � 190円 � 150円 枠 連（4－8） 2，840円

馬 連 �� 5，970円 馬 単 �� 12，600円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 750円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 45，690円

票 数

単勝票数 計 659657 的中 � 34546（6番人気）
複勝票数 計 903656 的中 � 47938（5番人気）� 126780（3番人気）� 213030（1番人気）
枠連票数 計 521312 的中 （4－8） 13567（13番人気）
馬連票数 計1925439 的中 �� 23813（23番人気）
馬単票数 計1063010 的中 �� 6227（49番人気）
ワイド票数 計 793207 的中 �� 9847（24番人気）�� 25549（8番人気）�� 55834（2番人気）
3連複票数 計2478092 的中 ��� 34960（12番人気）
3連単票数 計4699921 的中 ��� 7593（141番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．0―46．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．0
3 6（15，8）4，14（2，12）（5，13）（9，11）1，7，10－3 4 6（15，8）4，14（2，12）（5，9，13）（1，7，11）10－3

勝馬の
紹 介

ラディアーレ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2010．11．28 京都6着

2008．3．20生 牡5鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ 17戦4勝 賞金 34，250，000円
〔騎手変更〕 ビップヴィットリオ号の騎手中井裕二は，病気のため高倉稜に変更。
※出走取消馬 キリシマトリオ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※シャイン号は，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。

５レース目



（25京都1）第4日 1月13日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191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

276，560，000円
8，420，000円
2，830，000円
25，290，000円
71，437，000円
5，212，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
596，497，800円
1，022，866，100円
508，225，000円
1，920，243，000円
1，088，295，200円
746，768，300円
2，689，076，700円
4，628，371，500円
734，758，200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 13，935，101，800円

総入場人員 24，754名 （有料入場人員 22，717名）
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