
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

01037 1月12日 晴 稍重 （26京都1）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

815 アスカノロマン 牡3栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484－101：53．8 29．0�

816 ミヤジディーノ 牡3鹿 56 幸 英明曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：54．86 8．4�
611 レデントーレ 牡3黒鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 41：54．9� 16．4�
48 キネオグランデ 牡3栗 56 福永 祐一吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 502－ 41：55．43 2．0�
713 アグネスオラシオン 牡3芦 56 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 566＋ 6 〃 クビ 4．8�
612 ロワサーブル 牡3栗 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492± 01：55．61� 6．7	
47 ゴルトエルゼ 牝3黒鹿54 池添 謙一�下河辺牧場 高野 友和 日高 下河辺牧場 428－ 41：56．02� 34．6

59 シゲルヒタチ 牡3栗 56 藤田 伸二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 472＋ 21：56．74 12．6�
24 アサケスピカ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣大橋 堯氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 446－ 41：57．44 359．9�
12 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 438± 01：57．71	 253．4
510 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 446－ 21：58．76 124．0�

23 コウエイユニバース 牝3栗 54 C．ルメール 伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 460± 01：59．87 27．8�
（仏）

36 カ リ ス 牝3黒鹿54 酒井 学杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 450＋12 〃 ハナ 122．8�
714 メイショウアラワシ 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 468－ 22：00．01 92．4�
11 ホープフルハート 牝3鹿 54 松田 大作下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 478－ 22：00．42� 162．3�
35 クリノエクセレンス 牝3黒鹿54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 伊達 高橋農場 414± 02：00．71	 176．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，757，900円 複勝： 45，559，100円 枠連： 15，646，800円
馬連： 51，494，700円 馬単： 37，787，600円 ワイド： 29，385，200円
3連複： 79，189，800円 3連単： 134，135，300円 計： 418，956，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 880円 � 300円 � 520円 枠 連（8－8） 10，510円

馬 連 �� 11，300円 馬 単 �� 25，270円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 6，290円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 39，180円 3 連 単 ��� 324，570円

票 数

単勝票数 計 257579 的中 � 7005（8番人気）
複勝票数 計 455591 的中 � 12494（8番人気）� 44407（5番人気）� 22653（6番人気）
枠連票数 計 156468 的中 （8－8） 1099（21番人気）
馬連票数 計 514947 的中 �� 3364（25番人気）
馬単票数 計 377876 的中 �� 1104（57番人気）
ワイド票数 計 293852 的中 �� 2574（26番人気）�� 1133（43番人気）�� 4208（17番人気）
3連複票数 計 791898 的中 ��� 1492（82番人気）
3連単票数 計1341353 的中 ��� 305（541番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．1―13．0―12．9―13．5―12．7―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．0―50．0―1：02．9―1：16．4―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカノロマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．8．10 小倉4着

2011．5．22生 牡3栗 母 アスカノヒミコ 母母 ティリオブストラッフォード 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウエイユニバース号・カリス号・メイショウアラワシ号・ホープフルハート号・クリノエクセレンス号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月12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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 ウイングリッター号・ヴォランテ号・カシマフェニックス号・カゼヲアツメテ号・カネトシタシナミ号・

クリューサオール号・ゴットジャジャ号・サトノキングベル号・シゲルリクゼン号・タガノトッピー号・
テイエムステルス号・ハートビジュー号・ヘッドクオーター号・マイネルクリュソス号・メイショウキホーテ号・
モネノカガヤキ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01038 1月12日 晴 稍重 （26京都1）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

814 ビバハイタッチ 牡3栗 56 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 476 ―1：13．0 7．5�
611 エキゾチックマター 牡3栗 56 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 土田農場 488 ―1：13．74 5．1�
11 マ ー シ レ ス 牡3栗 56 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 448 ―1：14．55 3．0�
23 バルサムホロウ 牝3鹿 54 四位 洋文�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 424 ―1：15．24 11．3�
35 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 岩田 康誠武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 496 ― 〃 クビ 4．5�
610 ヴェアリアスハート 牡3鹿 56 藤岡 康太小林 秀樹氏 梅田 智之 浦河 村中牧場 482 ―1：15．3クビ 12．7	
47 パ オ リ ー ナ 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか 原口牧場 458 ― 〃 ハナ 20．3

712 ディアベビードール 牝3鹿 54 国分 優作ディアレスト 福島 信晴 浦河 南部 功 456 ― 〃 クビ 75．4�
46 ティエスアーク 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 434 ―1：16．04 45．9�
22 クリスタラムシーダ 牝3鹿 54 和田 竜二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 542 ― 〃 クビ 24．3
59 ワンダーベレーザ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 永田 克之 376 ―1：16．1� 159．0�
815 リッカウエスト 牝3栗 54 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 380 ―1：16．31� 96．9�
58 ロワゾードフー 牡3鹿 56 高倉 稜 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 458 ―1：16．72� 20．0�
34 アキノシャイン 牝3栗 54

51 ▲原田 敬伍山中 明広氏 作田 誠二 様似 林 時春 400 ― 〃 アタマ 143．4�
713 ジャスティファイ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二�和田牧場 和田正一郎 豊浦 飯原牧場 464 ―1：18．19 124．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，351，600円 複勝： 37，198，800円 枠連： 15，662，400円
馬連： 44，217，800円 馬単： 29，534，200円 ワイド： 24，114，900円
3連複： 59，957，300円 3連単： 91，906，200円 計： 324，943，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 190円 � 140円 枠 連（6－8） 1，390円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 780円 �� 470円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 18，220円

票 数

単勝票数 計 223516 的中 � 23673（4番人気）
複勝票数 計 371988 的中 � 40678（4番人気）� 50867（3番人気）� 85945（1番人気）
枠連票数 計 156624 的中 （6－8） 8331（6番人気）
馬連票数 計 442178 的中 �� 14508（7番人気）
馬単票数 計 295342 的中 �� 4192（23番人気）
ワイド票数 計 241149 的中 �� 7152（9番人気）�� 12766（3番人気）�� 16473（2番人気）
3連複票数 計 599573 的中 ��� 19927（4番人気）
3連単票数 計 919062 的中 ��� 3724（44番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．0―48．3―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビバハイタッチ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2011．4．27生 牡3栗 母 ラガーエレガンス 母母 ラガーシンガー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャスティファイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月12日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 トミケンカリエンテ号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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 ウーヴァ号・ダテノレスペデーザ号・テイエムヤマネコ号・ティーキジュ号・ドナエテルニテ号・

フタリノエニシ号・メモリーファクト号

第１回 京都競馬 第４日



01039 1月12日 晴 稍重 （26京都1）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

24 ディーセントワーク 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B494－ 61：27．1 3．2�

（仏）

510 メジャースタイル 牡3黒鹿56 北村 友一有限会社シルク佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498＋241：27．42 9．5�
815 マルカシグナス �3芦 56

55 ☆菱田 裕二河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 466＋ 41：27．5� 18．1�
48 シゲルリクチュウ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 454＋ 21：27．6クビ 8．7�
36 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿56 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 496－ 6 〃 ハナ 13．0	
47 シュンブレイン 牡3栗 56 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 466－ 41：27．81� 13．3

35 コスモフラッグ 牡3鹿 56 M．ギュイヨン �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 448－ 41：27．9� 6．3�

（仏）

611 ト シ ザ キ ミ 牝3鹿 54 武 豊上村 叶氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 456－ 6 〃 クビ 9．2�
23 サウンドカール 牡3青鹿56 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 460＋ 41：28．11� 7．0
713 グランソレイユ 牝3栗 54 	島 良太 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 430－ 2 〃 同着 84．4�
714 エスケイキング 牡3青鹿56 池添 謙一廣嶋 誠二氏 清水 出美 浦河 中神牧場 474－ 41：28．3� 100．1�
816 クールスティール 牡3鹿 56

54 △藤懸 貴志川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 460＋ 61：28．51� 123．5�
59 サダムアリガトウ 牝3鹿 54 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：28．6� 17．9�
12 タガノロマリア 牝3栗 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 81：28．81� 145．6�
11 スプリングシラー 牝3黒鹿54 高倉 稜加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 412－ 8 〃 ハナ 217．9�
612 シ ュ テ ル ケ 牡3栗 56 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 浦河 田中スタッド 482＋ 41：30．7大差 148．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，698，400円 複勝： 52，944，300円 枠連： 20，933，400円
馬連： 58，357，800円 馬単： 35，898，900円 ワイド： 33，928，600円
3連複： 84，812，600円 3連単： 123，458，600円 計： 438，032，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 310円 � 380円 枠 連（2－5） 810円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，090円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 13，210円 3 連 単 ��� 55，290円

票 数

単勝票数 計 276984 的中 � 70087（1番人気）
複勝票数 計 529443 的中 � 117256（1番人気）� 40870（5番人気）� 30555（9番人気）
枠連票数 計 209334 的中 （2－5） 19150（3番人気）
馬連票数 計 583578 的中 �� 21199（6番人気）
馬単票数 計 358989 的中 �� 6876（9番人気）
ワイド票数 計 339286 的中 �� 9256（9番人気）�� 7801（10番人気）�� 2875（44番人気）
3連複票数 計 848126 的中 ��� 4741（53番人気）
3連単票数 計1234586 的中 ��� 1648（175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．9―48．6―1：01．4―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーセントワーク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．9．15 阪神5着

2011．2．27生 牡3黒鹿 母 ワーキングウーマン 母母 ワーキングイオン 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オンマイラブ号
（非抽選馬） 5頭 コスモユピテル号・ジュエルハートコン号・ナムラハッピー号・ミキノグランプリ号・メイショウハーバー号
※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。

01040 1月12日 晴 稍重 （26京都1）第4日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時40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

812 ケイティバローズ 牝4鹿 54 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 494－ 21：53．7 4．5�
79 オ ツ ウ 牝4鹿 54 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B474＋ 61：53．8� 5．8�
811 トゥザレジェンド 牝4栗 54 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516＋ 8 〃 クビ 1．7�
33 クリノアマダブラム 牝4栗 54 内田 博幸栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 444＋ 41：54．01� 79．8�
710 アステュート 牝4黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 476＋ 41：54．1� 8．6	

44 クロカミノオトメ 牝4青 54 酒井 学 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 61：54．41� 20．7


67 	 ミスマープル 牝4黒鹿54 川島 信二加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－101：54．5� 239．4�

56 スカイグラフィティ 牝4芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：55．13� 57．5�
55 	 ロンギングシャネル 牝4鹿 54 岩田 康誠坂本 浩一氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 466－191：55．84 41．8
22 オールウェイズラブ 牝4鹿 54 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：56．01 112．3�
68 ナリタプリムローズ 牝5鹿 55 古川 吉洋�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 442± 01：56．21� 195．3�
11 アムールレジェンド 牝5黒鹿55 岡田 祥嗣太田 美實氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 452－ 21：57．26 40．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，197，600円 複勝： 70，246，900円 枠連： 17，764，100円
馬連： 53，739，800円 馬単： 47，648，700円 ワイド： 32，628，600円
3連複： 81，446，600円 3連単： 197，264，300円 計： 533，936，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 320円 �� 150円 �� 250円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 331976 的中 � 59426（2番人気）
複勝票数 計 702469 的中 � 124340（2番人気）� 62034（3番人気）� 353846（1番人気）
枠連票数 計 177641 的中 （7－8） 58978（1番人気）
馬連票数 計 537398 的中 �� 28645（5番人気）
馬単票数 計 476487 的中 �� 14849（8番人気）
ワイド票数 計 326286 的中 �� 20780（4番人気）�� 68301（1番人気）�� 29787（3番人気）
3連複票数 計 814466 的中 ��� 130016（1番人気）
3連単票数 計1972643 的中 ��� 25938（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．9―50．0―1：03．1―1：16．2―1：28．9―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイティバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．3．24 阪神5着

2010．1．30生 牝4鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 9戦2勝 賞金 21，000，000円



01041 1月12日 晴 良 （26京都1）第4日 第5競走 ��
��2，200�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
2：10．0
2：10．0

良
良

816� デ ィ ル ガ 牝3栗 54 福永 祐一前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms
I, LLC 446－ 42：16．1 3．1�

24 アグリッパーバイオ 牡3黒鹿56 浜中 俊バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 3．7�
59 ティーエスネオ 牡3芦 56 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 508＋ 22：16．31� 19．6�
23 マーシャルシップ 牡3青鹿56 北村 友一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 6 〃 クビ 10．9�
48 ライトパープル 牡3鹿 56 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 460＋ 62：16．51� 54．5	
713 ハイベストバイオ 牡3黒鹿56 酒井 学バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 22：16．6クビ 63．0

714 モウイイデショウ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 462＋ 4 〃 クビ 53．3�
510 デンコウセキトバ 牡3黒鹿56 武 豊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 508－12 〃 アタマ 8．1�
12 � エイシンソルティー 牝3芦 54 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 470－ 2 〃 ハナ 17．3
815 アドマイヤアロマ 牝3栗 54 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 430－142：16．7	 30．4�
611 シゲルヤマト 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 守矢牧場 448－ 82：16．91� 227．1�
47 アグネスユニコーン 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 496－142：17．22 162．8�
11 クロニクルスカイ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 508－142：17．51
 81．2�
35 カウガールブルース 牝3栗 54 武 幸四郎吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 468＋ 42：18．03 180．3�
612 ハリウッドセレブ 牝3黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 アタマ 6．0�

（仏）

36 � サウンドシャカラカ 牡3栗 56 川須 栄彦増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm 474＋ 42：18．74 16．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，583，700円 複勝： 58，299，000円 枠連： 19，998，100円
馬連： 68，018，600円 馬単： 42，867，400円 ワイド： 36，734，900円
3連複： 94，432，800円 3連単： 148，584，500円 計： 500，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 460円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，050円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 17，060円

票 数

単勝票数 計 315837 的中 � 81500（1番人気）
複勝票数 計 582990 的中 � 128664（1番人気）� 101695（2番人気）� 23810（7番人気）
枠連票数 計 199981 的中 （2－8） 33276（1番人気）
馬連票数 計 680186 的中 �� 71330（1番人気）
馬単票数 計 428674 的中 �� 25059（1番人気）
ワイド票数 計 367349 的中 �� 33300（1番人気）�� 8102（13番人気）�� 5768（19番人気）
3連複票数 計 944328 的中 ��� 16001（12番人気）
3連単票数 計1485845 的中 ��� 6428（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―12．2―13．3―13．3―13．3―13．3―12．6―12．3―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�
12．3―22．9―35．1―48．4―1：01．7―1：15．0―1：28．3―1：40．9―1：53．2―2：04．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�デ ィ ル ガ �
�
父 Curlin �

�
母父 Royal Academy デビュー 2013．8．25 新潟2着

2011．3．17生 牝3栗 母 Baghdaria 母母 Oatsee 5戦1勝 賞金 13，100，000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 シゲルヒダカ号
（非抽選馬） 1頭 ゴールドスパイラル号
※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。

01042 1月12日 晴 良 （26京都1）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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

510 レッドルシファー 牡3鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 440 ―1：51．4 27．5�

35 オースミフブキ 牝3鹿 54 岩田 康誠�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 496 ― 〃 クビ 24．2�
59 トーセンデューク 牡3鹿 56 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 ハナ 1．3�
23 ローレルストーム 牡3青鹿56 藤岡 康太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 490 ―1：51．5クビ 35．6�
713 ラリングクライ 牡3黒鹿56 福永 祐一 	社台レースホース堀 宣行 安平 追分ファーム 476 ―1：51．6� 8．0

11 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 56 浜中 俊有限会社シルク石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：51．81	 10．1�
47 フロリダパンサー 牡3青鹿 56

55 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494 ―1：52．01� 205．3�
24 ユウキファイター 牡3鹿 56 太宰 啓介ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 450 ― 〃 アタマ 37．0
12 ル ジ ェ リ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二	下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 430 ―1：52．21 174．7�
612 アダムズアップル 牡3鹿 56 高倉 稜吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 530 ―1：52．41	 14．2�
816 スリーケーザル 牡3栗 56 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 482 ― 〃 クビ 215．2�
714 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 和田 竜二浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 462 ―1：52．61 138．7�
815 テイエムスピリタス 牝3栗 54 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 448 ― 〃 クビ 266．9�
611 ケンブリッジハーツ 牝3黒鹿 54

52 △藤懸 貴志中西 宏彰氏 小崎 憲 えりも エクセルマネジメント 422 ―1：52．81	 239．3�
48 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 幸 英明江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 488 ―1：53．54 66．0�
36 メイショウツバサ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 496 ―1：55．6大差 151．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，949，700円 複勝： 136，774，800円 枠連： 19，433，700円
馬連： 57，865，300円 馬単： 65，005，800円 ワイド： 35，035，600円
3連複： 80，637，300円 3連単： 205，479，600円 計： 648，181，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 500円 � 380円 � 110円 枠 連（3－5） 790円

馬 連 �� 16，140円 馬 単 �� 45，140円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 660円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 106，050円

票 数

単勝票数 計 479497 的中 � 13779（6番人気）
複勝票数 計1367748 的中 � 22587（6番人気）� 31820（5番人気）� 1016067（1番人気）
枠連票数 計 194337 的中 （3－5） 18231（5番人気）
馬連票数 計 578653 的中 �� 2646（33番人気）
馬単票数 計 650058 的中 �� 1063（61番人気）
ワイド票数 計 350356 的中 �� 2616（31番人気）�� 13385（5番人気）�� 17643（4番人気）
3連複票数 計 806373 的中 ��� 12821（17番人気）
3連単票数 計2054796 的中 ��� 1430（214番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―12．4―12．9―13．3―12．8―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．9―37．3―50．2―1：03．5―1：16．3―1：28．3―1：39．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドルシファー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King of Kings 初出走

2011．2．22生 牡3鹿 母 ヴァレンティン 母母 Slip Ashore 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。
※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 アンカーズアウェイ号・シャイニンシーザー号



01043 1月12日 曇 稍重 （26京都1）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

714 グランプリブルー 牡5栗 57 浜中 俊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B482± 01：12．2 3．3�
815 エーシンクルゼ 牡5芦 57 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 544＋ 61：12．41� 8．5�
713 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57

55 △藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 520－ 61：12．61� 3．9�
47 ヴェアデイロス 牡5鹿 57 藤岡 佑介�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＋ 21：12．81 21．0�
59 ヴァルナビット 牡5栗 57 酒井 学田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 494－ 21：12．9� 191．7�
612 キクノメテオ 牡4芦 56 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 488＋12 〃 クビ 221．1	
816 レガリアシチー 牡4鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 502＋ 61：13．0� 17．4

510 サトノプレシャス 牡4栗 56 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 494＋151：13．21 3．8�
11 ヒロノエンペラー 牡4青鹿56 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 466± 0 〃 ハナ 43．0�
23 スズカブリザード 牡8鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 524＋ 41：13．62� 11．9
35 � ナリタマクリス 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 438＋ 21：14．02� 122．3�
24 クリスワールド 牡6栗 57 	島 良太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 502＋ 81：14．21� 32．8�
611� モズムラクモ 牡4栗 56 和田 竜二北側 雅司氏 白井 寿昭 新冠 新冠橋本牧場 450＋131：14．41� 102．2�
12 アルペンクローネ 牡4鹿 56 北村 友一水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 450＋ 2 〃 クビ 144．3�
48 ヒカリユニキャスト 牡4黒鹿56 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 562＋ 61：15．35 27．3�
36 � ボールドマックス 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 480＋181：16．89 342．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，352，100円 複勝： 54，373，700円 枠連： 24，799，200円
馬連： 76，988，500円 馬単： 49，536，700円 ワイド： 39，202，500円
3連複： 105，857，100円 3連単： 182，594，200円 計： 566，704，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 240円 � 160円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 470円 �� 260円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 6，810円

票 数

単勝票数 計 333521 的中 � 81026（1番人気）
複勝票数 計 543737 的中 � 122710（1番人気）� 48375（5番人気）� 97138（2番人気）
枠連票数 計 247992 的中 （7－8） 38573（2番人気）
馬連票数 計 769885 的中 �� 44902（4番人気）
馬単票数 計 495367 的中 �� 17706（7番人気）
ワイド票数 計 392025 的中 �� 19515（4番人気）�� 43588（1番人気）�� 15392（8番人気）
3連複票数 計1058571 的中 ��� 56677（2番人気）
3連単票数 計1825942 的中 ��� 19811（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．6―11．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．0―35．6―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリブルー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．26 京都5着

2009．3．10生 牡5栗 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 23戦2勝 賞金 30，960，000円
〔発走状況〕 グランプリブルー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボールドマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月12日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ビップセレブアイ号

01044 1月12日 曇 稍重 （26京都1）第4日 第8競走 ��1，900�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 7，500，000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

44 レッドサクセサー 牡4青鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 540＋ 61：59．7 7．0�
（仏）

55 サンライズウェイ 牡4栗 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：00．01� 1．7�
22 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 四位 洋文日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 490－ 82：00．42� 17．8�
11 センティナリー 牝4鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：01．25 7．4�
67 キクノエクレール 牡5青 57 岩田 康誠菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 490＋10 〃 ハナ 11．1	
33 ゴーイングベル 牡4芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504＋ 6 〃 アタマ 8．4

56 カ ー バ 牡5青鹿57 田中 健�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B504＋ 8 〃 ハナ 118．8�
79 コウユーアンドレ 牡4鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 466＋ 42：01．41� 19．9�
812 メイショウソレイユ 牡4鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 464＋ 2 〃 ハナ 196．5
710 ゴールドルースター 	6鹿 57 藤岡 佑介吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：02．25 87．0�
68 
 リンノナイナーズ 牝4鹿 54

53 ☆中井 裕二栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 惣田 英幸 436－102：03．05 307．8�
811 ゲットハッピー 牡6黒鹿57 幸 英明�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 478＋ 22：03．85 27．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，712，500円 複勝： 84，850，200円 枠連： 15，110，200円
馬連： 68，400，300円 馬単： 59，840，500円 ワイド： 34，831，700円
3連複： 95，942，600円 3連単： 236，438，700円 計： 635，126，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 110円 � 400円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，730円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 18，950円

票 数

単勝票数 計 397125 的中 � 44738（2番人気）
複勝票数 計 848502 的中 � 66513（4番人気）� 485792（1番人気）� 24937（7番人気）
枠連票数 計 151102 的中 （4－5） 20148（2番人気）
馬連票数 計 684003 的中 �� 85320（3番人気）
馬単票数 計 598405 的中 �� 28681（5番人気）
ワイド票数 計 348317 的中 �� 35384（2番人気）�� 4374（21番人気）�� 15194（7番人気）
3連複票数 計 959426 的中 ��� 23636（12番人気）
3連単票数 計2364387 的中 ��� 9212（60番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―11．8―13．2―13．2―13．1―13．1―12．5―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサクセサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Westminster デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．4生 牡4青鹿 母 オールザチャット 母母 Rory’s Helen 10戦2勝 賞金 19，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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。



01045 1月12日 晴 良 （26京都1）第4日 第9競走 ��
��1，200�

ぎ お ん

� 園 特 別
発走14時35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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

56 シャッセロール 牝4鹿 54 川須 栄彦名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 456＋ 21：09．4 49．4�
69 ルナフォンターナ 牝5栗 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋121：09．5� 2．0�
68 トキノゲンジ 牡6鹿 57 幸 英明中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 514＋ 61：09．6クビ 43．8�
57 ジンセイハオマツリ 牡4黒鹿56 C．ルメール 小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 492＋ 6 〃 クビ 4．7�

（仏）

45 ビップイシマツ 牡4青 56 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 500± 01：09．81	 43．0�
812 ベストブルーム 牡7鹿 57 和田 竜二横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 462－ 41：09．9
 17．3	
44 ミリオンフレッシュ 牡4黒鹿56 藤岡 佑介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 480＋ 2 〃 ハナ 15．7

813 ネオヴァンクル 牡5栗 57 北村 友一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 534＋ 6 〃 ハナ 22．6�
33 カシノランナウェイ �4栗 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 498＋10 〃 ハナ 7．8�
11 エランドール 牝6鹿 55 高倉 稜辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 450＋ 2 〃 アタマ 7．9�
710 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 500＋14 〃 ハナ 42．7�
711 アグネスキズナ 牡4栗 56 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500＋ 21：10．0
 58．7�
22 ケントヒーロー 牡4栗 56 国分 恭介田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 484＋ 21：10．32 69．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，632，200円 複勝： 57，790，600円 枠連： 22，302，000円
馬連： 105，868，000円 馬単： 70，605，800円 ワイド： 44，974，100円
3連複： 142，269，600円 3連単： 283，165，900円 計： 768，608，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，940円 複 勝 � 900円 � 140円 � 590円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 15，090円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 13，480円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 30，050円 3 連 単 ��� 214，560円

票 数

単勝票数 計 416322 的中 � 6652（11番人気）
複勝票数 計 577906 的中 � 12565（12番人気）� 165312（1番人気）� 20064（8番人気）
枠連票数 計 223020 的中 （5－6） 32923（1番人気）
馬連票数 計1058680 的中 �� 15783（15番人気）
馬単票数 計 706058 的中 �� 3454（42番人気）
ワイド票数 計 449741 的中 �� 6698（18番人気）�� 793（73番人気）�� 10257（10番人気）
3連複票数 計1422696 的中 ��� 3495（84番人気）
3連単票数 計2831659 的中 ��� 974（474番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．6―11．7―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―35．6―47．3―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．8
3 6，7（5，9）（8，11）12（1，2，10）（4，13）3 4 6（7，9）（5，8）（11，12）（1，2，10）13，4，3

勝馬の
紹 介

シャッセロール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．9 阪神6着

2010．2．28生 牝4鹿 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー 6戦3勝 賞金 26，901，000円
※ベストブルーム号は，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。

01046 1月12日 晴 稍重 （26京都1）第4日 第10競走 ��
��1，400�

らしょうもん

羅生門ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．1．5以降26．1．6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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

36 ワイドバッハ 牡5鹿 55 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 490＋ 61：24．1 5．9�
59 ヤマノサファイア 牡6栗 55 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 446－ 21：24．31� 29．7�
611� キングオブヘイロー 牡8鹿 54 M．ギュイヨン 鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 490＋ 81：24．62 113．9�

（仏）

11 グレイスフルリープ 牡4栗 55 川須 栄彦前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 544＋ 21：24．7クビ 25．0�

35 デザートオアシス 牡6鹿 56 川田 将雅 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 B522－ 2 〃 クビ 3．0�

713	 キョウエイバサラ 牡6芦 54 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock 530＋ 2 〃 ハナ 217．8�

24 オースミイージー 牡6鹿 54 幸 英明	オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 506＋ 41：25．12� 78．7

48 エーシンビートロン 牡8黒鹿57 C．ルメール	栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 490＋ 21：25．2クビ 13．4�

（仏）

612� モエレジュンキン 牡7鹿 54 和田 竜二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 478＋ 8 〃 ハナ 55．2�
714 ソ ラ ニ ー 牡4黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 
川 啓一 492＋ 8 〃 ハナ 13．6
12 フミノファルコン 牡4黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 554＋ 6 〃 アタマ 4．1�
47 ミヤジマッキー 牡4鹿 55 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 504＋ 2 〃 クビ 7．2�
23 シルクシンフォニー 牝5栗 51 酒井 学有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 460－ 41：25．3� 180．2�
510 コスタアレグレ 牡4栗 54 岩田 康誠安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：25．51� 11．4�
815 クレバーサンデー 牡7鹿 54 国分 優作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 472± 0 〃 クビ 74．6�
816 ホクトキングダム 牡6青鹿53 武 幸四郎布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 504＋ 81：25．71 311．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，542，700円 複勝： 97，837，200円 枠連： 40，889，500円
馬連： 180，075，700円 馬単： 95，776，100円 ワイド： 69，861，400円
3連複： 237，466，800円 3連単： 427，548，200円 計： 1，206，997，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 780円 � 2，070円 枠 連（3－5） 990円

馬 連 �� 7，610円 馬 単 �� 12，990円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 6，630円 �� 12，020円

3 連 複 ��� 108，450円 3 連 単 ��� 390，030円

票 数

単勝票数 計 575427 的中 � 77837（3番人気）
複勝票数 計 978372 的中 � 124682（3番人気）� 30757（8番人気）� 10852（13番人気）
枠連票数 計 408895 的中 （3－5） 30678（5番人気）
馬連票数 計1800757 的中 �� 17479（27番人気）
馬単票数 計 957761 的中 �� 5443（45番人気）
ワイド票数 計 698614 的中 �� 8415（24番人気）�� 2576（55番人気）�� 1414（75番人気）
3連複票数 計2374668 的中 ��� 1616（188番人気）
3連単票数 計4275482 的中 ��� 809（764番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．5―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドバッハ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2011．11．5 京都1着

2009．4．30生 牡5鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 17戦5勝 賞金 73，487，000円
※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 キクノフレヴァン号・ダノンハラショー号・ノボレインボー号
※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。

１レース目 ３レース目



01047 1月12日 晴 良 （26京都1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第48回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

812 ミッキーアイル 牡3鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 21：33．8 1．6�
11 ウインフルブルーム 牡3栗 56 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 41：33．9	 4．9�
22 タガノグランパ 牡3鹿 56 北村 友一八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 61：34．53	 15．0�
44 ワイレアワヒネ 牝3栗 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 492－ 21：34．71	 11．9�
711 モ ー リ ス 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 日高 戸川牧場 492－ 21：34．91 6．4�
33 アグネスミニッツ 牡3栗 56 菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 482－ 61：35．0
 61．3	
68 ビップレボルシオン 牡3鹿 56 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 21：35．21� 26．0

710 ニシケンモノノフ 牡3栗 57 福永 祐一西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 498＋ 41：35．3	 121．3�
56 カシノヒカル 牡3鹿 56 幸 英明柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 454＋ 21：35．72	 254．5�
57  カ ク シ ア ジ 牝3鹿 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 404－ 51：36．02 118．1
45 クリノカンパニー 牡3鹿 56 藤田 伸二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 480＋ 21：36．31
 110．5�
69 ビービーブレイン 牡3鹿 56 四位 洋文�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 480＋ 41：36．62 355．0�
813 シセイカスガ 牡3黒鹿56 松山 弘平猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 400－ 61：36．7	 175．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 265，400，700円 複勝： 391，441，600円 枠連： 119，321，400円 馬連： 668，951，200円 馬単： 520，121，500円
ワイド： 241，209，500円 3連複： 906，888，200円 3連単： 2，848，249，000円 5重勝： 660，732，000円 計： 6，622，315，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 210円 枠 連（1－8） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 170円 �� 360円 �� 500円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，220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����� 44，329，120円

票 数

単勝票数 計2654007 的中 � 1386234（1番人気）
複勝票数 計3914416 的中 � 2053587（1番人気）� 573726（2番人気）� 248616（4番人気）
枠連票数 計1193214 的中 （1－8） 279252（1番人気）
馬連票数 計6689512 的中 �� 1564084（1番人気）
馬単票数 計5201215 的中 �� 906851（1番人気）
ワイド票数 計2412095 的中 �� 470957（1番人気）�� 149543（4番人気）�� 98909（7番人気）
3連複票数 計9068882 的中 ��� 694866（2番人気）
3連単票数 計28482490 的中 ��� 947056（3番人気）
5重勝票数 計6607320 的中 ����� 11

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．7―35．5―47．9―59．7―1：11．0―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．12生 牡3鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 4戦3勝 賞金 55，119，000円
〔制裁〕 ニシケンモノノフ号の騎手福永祐一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・3番）
※ワイレアワヒネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01048 1月12日 晴 稍重 （26京都1）第4日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 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
1：21．9
1：21．5

重
不良

36 アルボナンザ 牝4栗 54 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 468＋ 41：24．1 4．7�
23 ア メ リ 牝4栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444－ 21：24．2� 5．0�

（仏）

47 カシノインカローズ 牝5鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 450± 01：24．3� 33．3�
611 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿 55

53 △藤懸 貴志�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 478＋ 21：24．72� 9．4�
815 モズマッテタワ 牝4黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 480－ 41：24．8� 14．1�
612 ナンヨーカノン 牝4青鹿 54

51 ▲城戸 義政中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：25．01� 22．8	
11 スフィンクス 牝5鹿 55 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 460－ 21：25．1クビ 28．7

35 トーワフォーエバー 牝4芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 456－ 6 〃 同着 21．7�
59 デリケートアーチ 牝5栃栗55 宮崎 北斗 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B474± 01：25．42 221．1�
714 ナムラアピア 牝5芦 55 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 494＋241：25．5� 121．7
48 テーオーレイチェル 牝4芦 54 川田 将雅小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 41：25．71� 3．3�
24 カゼノサファイア 牝4青 54

51 ▲森 一馬深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 460± 01：26．01� 53．9�
816 ラ フ ァ ダ リ 牝5黒鹿55 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510± 01：26．95 190．5�
510 ゴールデンムーン 牝5栗 55 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 466± 01：27．22 7．8�
713 ワンダースキー 牝7栗 55 和田 竜二山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 488－101：27．3クビ 44．4�
12 ガールズストーリー 牝6黒鹿55 太宰 啓介吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 448＋121：27．72� 52．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，206，600円 複勝： 121，105，100円 枠連： 48，542，800円
馬連： 211，639，500円 馬単： 107，714，900円 ワイド： 95，058，200円
3連複： 305，936，000円 3連単： 527，890，300円 計： 1，492，093，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 230円 � 530円 枠 連（2－3） 880円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，800円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 16，260円 3 連 単 ��� 68，760円

票 数

単勝票数 計 742066 的中 � 124782（2番人気）
複勝票数 計1211051 的中 � 184667（2番人気）� 144907（3番人気）� 49518（9番人気）
枠連票数 計 485428 的中 （2－3） 40897（3番人気）
馬連票数 計2116395 的中 �� 111303（3番人気）
馬単票数 計1077149 的中 �� 27754（7番人気）
ワイド票数 計 950582 的中 �� 42532（3番人気）�� 12724（23番人気）�� 7324（36番人気）
3連複票数 計3059360 的中 ��� 13887（53番人気）
3連単票数 計5278903 的中 ��� 5666（199番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．0―47．0―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルボナンザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．6．30 函館3着

2010．3．25生 牝4栗 母 エスジーボナンザ 母母 エスジービアンカ 15戦3勝 賞金 38，440，000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 サトノジョリー号・セイラ号
※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。

５レース目



（26京都1）第4日 1月12日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 177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

246，390，000円
6，760，000円
1，610，000円
22，510，000円
68，015，750円
4，823，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
700，385，700円
1，208，421，300円
380，403，600円
1，645，617，200円
1，162，338，100円
716，965，200円
2，274，836，700円
5，406，714，800円
660，732，000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 14，156，414，600円

総入場人員 24，665名 （有料入場人員 22，223名）
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