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01085 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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

35 カネトシビバーチェ 牝3鹿 54 武 豊兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 436－ 21：12．8 4．8�
36 ダ ラ ニ 牝3栗 54 C．ルメール 山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 470－ 81：13．11� 2．6�
（仏）

48 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 478－ 41：13．31� 7．1�
47 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 458＋ 4 〃 ハナ 4．2�
12 レモンティー 牝3黒鹿54 国分 優作中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444－ 41：13．51� 20．7�
611 カネツスペシャル 牝3鹿 54 福永 祐一�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464＋ 21：13．6クビ 35．8	
714 マルクナッテ 牝3栗 54 上村 洋行小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 408－ 41：14．23� 142．6

816 キクノアリア 牝3鹿 54 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 462＋121：14．3� 26．9�
24 エアシュノンソー 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 404－ 61：14．4� 34．9�
612 アキノラブカラー 牝3栗 54 丹内 祐次山中 明広氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 438＋ 41：14．5� 441．1
11 セントーレア 牝3黒鹿54 北村 友一前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－16 〃 クビ 101．0�
23 プルメリアアスク 牝3栗 54 幸 英明廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 422± 01：14．6クビ 38．5�
59 フ ミ キ ュ ン 牝3鹿 54 国分 恭介大澤 利久氏 加用 正 浦河 松田 憲一 496＋ 21：14．7� 28．0�
713 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 426＋ 21：15．55 21．6�
510 ラフェドフルール 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470± 01：15．71� 114．8�
815 アイアンミライ 牝3栗 54 酒井 学池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 426＋ 61：18．6大差 197．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，472，100円 複勝： 33，952，900円 枠連： 10，988，700円
馬連： 33，940，000円 馬単： 25，681，100円 ワイド： 21，109，700円
3連複： 58，116，600円 3連単： 90，795，500円 計： 293，056，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（3－3） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 210円 �� 430円 �� 290円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 計 184721 的中 � 30508（3番人気）
複勝票数 計 339529 的中 � 61237（2番人気）� 97258（1番人気）� 42193（4番人気）
枠連票数 計 109887 的中 （3－3） 14780（2番人気）
馬連票数 計 339400 的中 �� 46342（1番人気）
馬単票数 計 256811 的中 �� 13734（5番人気）
ワイド票数 計 211097 的中 �� 28179（1番人気）�� 10776（5番人気）�� 17967（3番人気）
3連複票数 計 581166 的中 ��� 51037（2番人気）
3連単票数 計 907955 的中 ��� 14322（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．3―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシビバーチェ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．12．21 阪神4着

2011．4．7生 牝3鹿 母 ホームウォード 母母 Halo River 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンミライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月25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。
（非当選馬） 1頭 ショウナンランパダ号
※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。

01086 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第2競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 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 482＋ 21：53．9 4．1�
33 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 41：54．32� 10．4�
711 ローレルラシーム 牡3鹿 56 福永 祐一 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 松浦牧場 476－ 41：54．61� 4．1�
46 デンコウエポック 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 468－ 81：54．81� 31．8�
45 マイネルエアダクス 牡3芦 56 丹内 祐次 �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 520＋ 21：55．01� 24．9�
58 ロードガンブラック 牡3鹿 56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 476＋ 21：55．1クビ 29．9	
813 クイズリングテラス 牝3鹿 54 �島 良太要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 440－ 21：55．73� 341．0

22 メイショウシシマル 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 480± 0 〃 クビ 232．2�
34 トウカイストリーム 牡3青鹿56 C．ルメール 内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 532＋ 41：55．8クビ 2．6�

（仏）

712 ウイニングフェイス 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498－ 6 〃 クビ 8．2
57 ジョウショーキラー 牡3鹿 56 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 448－ 41：56．54 130．6�
610 メイショウファルコ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 近藤牧場 472－ 21：56．92� 143．6�
814 ウォーターブギウギ 牡3栗 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 466－ 41：57．64 501．9�
69 エーティーペガサス 牡3栗 56 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 日高 正和山本牧場 466＋ 21：59．3大差 28．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，920，700円 複勝： 40，092，700円 枠連： 12，953，900円
馬連： 41，031，400円 馬単： 30，303，200円 ワイド： 22，524，100円
3連複： 60，909，000円 3連単： 104，850，700円 計： 338，585，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 260円 � 170円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 580円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 259207 的中 � 50721（2番人気）
複勝票数 計 400927 的中 � 64198（3番人気）� 34401（5番人気）� 72245（2番人気）
枠連票数 計 129539 的中 （1－3） 19796（2番人気）
馬連票数 計 410314 的中 �� 17606（6番人気）
馬単票数 計 303032 的中 �� 7186（11番人気）
ワイド票数 計 225241 的中 �� 9243（7番人気）�� 17727（3番人気）�� 8477（9番人気）
3連複票数 計 609090 的中 ��� 30875（4番人気）
3連単票数 計1048507 的中 ��� 7250（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．9―12．9―13．3―12．4―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．9―49．8―1：03．1―1：15．5―1：28．2―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーザトップ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．12．8 阪神7着

2011．2．11生 牡3栗 母 カルチャートップ 母母 ジ ャ パ ン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 デンコウエポック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーティーペガサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月25日まで平

地競走に出走できない。
※クイズリングテラス号は，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。

第１回 京都競馬 第８日



01087 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11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
1：21．9
1：21．5

重
不良

48 タマモライト 牡3鹿 56 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440＋ 21：26．7 4．6�
11 ミッキーナイト 牡3栗 56 C．ルメール 野田みづき氏 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 456－ 4 〃 アタマ 3．0�

（仏）

59 ヴォルカヌス 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 438± 01：27．01� 24．0�

35 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 466＋ 21：27．31� 20．8�
815� メンカウラー 牡3黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B482＋ 21：27．51	 2．9	
510 ランズデール 牡3栗 56 M．ギュイヨン 一村 哲也氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 522＋ 61：27．71	 157．2

（仏）

611 モズハナニカゼ 牡3黒鹿56 浜中 俊北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 482－ 4 〃 クビ 11．8�
714 フジノゴールド 牡3栗 56 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 490± 0 〃 アタマ 11．6�
24 カシマフェニックス �3鹿 56 北村 友一鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 480－ 81：28．01� 125．4
23 プレシャスベガ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 一馬杉山 忠国氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B458＋ 61：28．1� 196．5�

713 パープルパルピナ 牡3鹿 56 秋山真一郎中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 41：28．2クビ 253．5�
47 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 国分 恭介兼松 忠男氏 藤岡 範士 浦河 大西ファーム 420± 0 〃 クビ 77．0�
816 キタサンワイルド 牡3黒鹿56 国分 優作�大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 508－ 21：28．51� 32．8�
12 メイショウハーバー 牡3栃栗56 酒井 学松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 482－ 41：28．71	 145．3�
36 フェスティヴァーロ 牡3栗 56 藤田 伸二田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 436－ 41：29．23 216．8�
612 コスモユピテル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 474－ 6 〃 クビ 48．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，599，300円 複勝： 38，624，500円 枠連： 11，006，700円
馬連： 40，123，900円 馬単： 28，403，700円 ワイド： 22，847，700円
3連複： 58，184，100円 3連単： 90，900，000円 計： 316，689，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 170円 � 360円 枠 連（1－4） 660円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 460円 �� 950円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 20，700円

票 数

単勝票数 計 265993 的中 � 46410（3番人気）
複勝票数 計 386245 的中 � 70053（3番人気）� 70367（2番人気）� 21706（6番人気）
枠連票数 計 110067 的中 （1－4） 12401（3番人気）
馬連票数 計 401239 的中 �� 31215（3番人気）
馬単票数 計 284037 的中 �� 8542（7番人気）
ワイド票数 計 228477 的中 �� 13224（4番人気）�� 5782（11番人気）�� 4804（15番人気）
3連複票数 計 581841 的中 ��� 9266（13番人気）
3連単票数 計 909000 的中 ��� 3241（57番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．5―12．8―12．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．8―49．6―1：02．3―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモライト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2013．7．21 中京8着

2011．3．3生 牡3鹿 母 チャームライト 母母 ジ ャ ビ ラ バ 8戦1勝 賞金 10，300，000円
〔その他〕 メイショウハーバー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

01088 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時35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

816 ワンダーハイーニャ 牝3鹿 54 国分 恭介山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 452 ―1：27．6 15．4�
714 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452 ―1：27．92 3．8�
23 センティグレード 牡3青鹿56 上村 洋行 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518 ―1：28．11� 25．9�
713 ワイレアタヤス 牡3鹿 56 北村 友一横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 528 ―1：28．31� 15．1�
12 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 484 ―1：28．51� 5．6�
35 メイショウオダマキ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 450 ― 〃 クビ 2．5	
47 バトルフォンテ 牝3鹿 54 池添 謙一宮川 秋信氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 426 ― 〃 ハナ 26．7

11 ニホンピロレディー 牝3黒鹿54 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 444 ―1：28．6クビ 12．2�
59 クランキングアップ 牡3黒鹿56 横山 典弘松田 整二氏 田島 俊明 浦河 村下農場 474 ―1：28．81� 31．2�
510 メ イ ズ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣�イスズ牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 396 ― 〃 クビ 167．9
611 アグレッシブダリア 牡3鹿 56 �島 良太松本 肇氏 大橋 勇樹 新ひだか タガミファーム 486 ―1：29．01� 19．7�
48 ミカサレディ 牝3鹿 54 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 410 ― 〃 アタマ 73．0�
815 オーシャンブルグ 牝3鹿 54 藤田 伸二松岡 隆雄氏 中村 均 新ひだか 増本牧場 428 ―1：29．63	 121．1�
24 パープルセブン 牡3鹿 56 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 B454 ―1：29．92 86．4�
612 スナークパール 牝3黒鹿54 丹内 祐次杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 478 ―1：30．64 359．1�
36 ニホンピロハート 牝3鹿 54 畑端 省吾小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 438 ―1：30．7	 268．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，873，700円 複勝： 33，463，500円 枠連： 13，300，400円
馬連： 35，406，400円 馬単： 24，845，300円 ワイド： 18，419，100円
3連複： 47，610，500円 3連単： 73，797，300円 計： 269，716，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 340円 � 160円 � 750円 枠 連（7－8） 1，600円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 890円 �� 4，000円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 21，600円 3 連 単 ��� 160，660円

票 数

単勝票数 計 228737 的中 � 11779（6番人気）
複勝票数 計 334635 的中 � 22993（5番人気）� 76874（1番人気）� 9069（10番人気）
枠連票数 計 133004 的中 （7－8） 6146（4番人気）
馬連票数 計 354064 的中 �� 9056（10番人気）
馬単票数 計 248453 的中 �� 2788（23番人気）
ワイド票数 計 184191 的中 �� 5301（6番人気）�� 1101（43番人気）�� 2506（21番人気）
3連複票数 計 476105 的中 ��� 1627（69番人気）
3連単票数 計 737973 的中 ��� 339（445番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．4―37．2―50．1―1：03．0―1：15．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーハイーニャ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 キンググローリアス 初出走

2011．5．12生 牝3鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アグネスハピネス号・キネオキャノン号・クレイジーアワー号・シゲルビゼン号・ニホンピロエアー号・

ノーザンチェリー号・フミノオオゾラ号・リバージャイアント号



01089 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25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

48 トウキョウタフガイ 牡3鹿 56 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 468＋ 41：49．0 6．4�
11 ブレイヴリー 牡3鹿 56 M．ギュイヨン 岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 8 〃 アタマ 9．6�

（仏）

36 メイショウチギリ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 480－ 21：49．21� 1．8�
713 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 506－ 21：49．3� 10．3�
23 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 486－ 4 〃 ハナ 61．7�
12 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± 01：49．4� 14．2	
510 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 上村 洋行栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 478± 01：49．82� 590．1

611 ホッコーファイン 牝3栗 54 国分 恭介矢部 道晃氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 430－10 〃 クビ 16．8�
612 ミッキーラブソング 牡3黒鹿56 C．ルメール 野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 448－ 61：49．9クビ 14．1�

（仏）

35 ゴールデンクロス 牡3鹿 56 池添 謙一吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 450－ 21：50．64 59．8
816 テーオービックバン 牡3栗 56 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 8 〃 クビ 14．1�
47 ブルーダイアモンド 牝3黒鹿54 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：50．7� 111．7�
59 ラテラルアーク 牡3栗 56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 488－ 21：51．33� 95．1�
714 マコトヴィガラス 牡3鹿 56 �島 良太�ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 498－101：51．4� 521．2�
815 エイシンヤノゴトク 牡3栗 56 国分 優作�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 454－ 21：51．61� 337．9�
24 ビッププリマステラ 牝3青鹿54 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450－ 41：52．23� 350．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，119，000円 複勝： 62，840，800円 枠連： 15，077，000円
馬連： 52，173，900円 馬単： 38，313，300円 ワイド： 28，462，200円
3連複： 73，304，800円 3連単： 128，168，400円 計： 433，459，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 230円 � 110円 枠 連（1－4） 1，850円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 740円 �� 240円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 16，880円

票 数

単勝票数 計 351190 的中 � 43527（2番人気）
複勝票数 計 628408 的中 � 88752（2番人気）� 45726（4番人気）� 259286（1番人気）
枠連票数 計 150770 的中 （1－4） 6026（7番人気）
馬連票数 計 521739 的中 �� 11981（8番人気）
馬単票数 計 383133 的中 �� 3863（18番人気）
ワイド票数 計 284622 的中 �� 8331（8番人気）�� 34395（1番人気）�� 17654（5番人気）
3連複票数 計 733048 的中 ��� 39003（1番人気）
3連単票数 計1281684 的中 ��� 5606（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．5―47．7―1：00．8―1：13．6―1：25．6―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．4
3 2，5（1，15，14）8（3，16）（12，10）6，13，11，7，9－4 4 2，5，15（1，14）（8，16）（3，12，10）（6，13）11，9，7－4

勝馬の
紹 介

トウキョウタフガイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．9．15 阪神3着

2011．1．26生 牡3鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕トウキョウタフガイ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

ティーエスネオ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成26年2月1日から平成26年2月
16日まで騎乗停止。（被害馬：10番・16番・15番・6番）

※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 モウイイデショウ号
※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。

01090 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13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
1：09．1
1：08．7

重
重

55 テイエムチカラ 牡4栗 56 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 504＋121：11．7 17．1�
33 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± 01：11．91� 2．0�
810� エルウェーオージャ �6青 57 丹内 祐次雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 494＋ 21：12．21	 44．1�
78 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 490－ 4 〃 クビ 6．3�
11 ヴェアデイロス 牡5鹿 57 C．ルメール�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 438－ 41：12．3� 6．9�

（仏）

811 ヒカリユニキャスト 牡4黒鹿56 酒井 学�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 546－16 〃 クビ 52．7	
67 � ナリタマクリス 牡5栗 57 北村 友一�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 438± 01：12．83 185．2

22 マッシヴヒーロー 牡5鹿 57 池添 謙一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 460＋ 2 〃 アタマ 4．1�
66 メイショウムロト 牡5鹿 57 浜中 俊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 484－ 21：12．9� 25．6�
44 サ チ ヒ メ 牝4青鹿 54

51 ▲森 一馬林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 440＋ 21：13．53� 160．5
79 � バンブーバッジョ 牡4栗 56 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 568± 01：13．92� 22．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，811，400円 複勝： 57，756，100円 枠連： 11，930，300円
馬連： 44，195，000円 馬単： 35，900，500円 ワイド： 23，935，100円
3連複： 62，246，300円 3連単： 141，866，200円 計： 406，640，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 430円 � 110円 � 570円 枠 連（3－5） 2，180円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 820円 �� 4，520円 �� 960円

3 連 複 ��� 10，830円 3 連 単 ��� 75，490円

票 数

単勝票数 計 288114 的中 � 13354（5番人気）
複勝票数 計 577561 的中 � 21260（6番人気）� 274898（1番人気）� 15169（8番人気）
枠連票数 計 119303 的中 （3－5） 4039（7番人気）
馬連票数 計 441950 的中 �� 16669（7番人気）
馬単票数 計 359005 的中 �� 5383（17番人気）
ワイド票数 計 239351 的中 �� 7448（8番人気）�� 1242（32番人気）�� 6263（10番人気）
3連複票数 計 622463 的中 ��� 4243（30番人気）
3連単票数 計1418662 的中 ��� 1387（177番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．7―47．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムチカラ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．7．29 小倉14着

2010．4．7生 牡4栗 母 ユーワパンドラ 母母 リーガルウェイズ 8戦2勝 賞金 17，300，000円
〔制裁〕 エルウェーオージャ号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1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。



01091 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

44 � ビービートレイター 牡4黒鹿56 C．ルメール�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 482± 01：51．3 4．7�
（仏）

78 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 56 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 484＋201：51．93� 14．2�
55 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿56 福永 祐一有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488－ 41：52．0� 9．3�
11 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 M．ギュイヨン 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 500＋121：52．1� 5．6�
（仏）

67 � エターナルヒーロー 	4黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 佐山 優 むかわ 東振牧場 454－ 2 〃 アタマ 34．4�
66 ゴーイングベル 牡4芦 56

53 ▲森 一馬田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502－ 2 〃 アタマ 19．2	
79 ショウナンアンカー 	4栗 56 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 456± 01：52．52� 199．6

22 カレングラスジョー 牡4栗 56 浜中 俊鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：53．35 2．1�
810 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± 01：53．4� 24．2�
811 タマノペルセウス 牡4鹿 56 横山 典弘玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 516＋ 2 〃 ハナ 13．9
33 ミ ニ 牡4黒鹿56 丹内 祐次宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 470－ 21：55．7大差 252．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，371，600円 複勝： 46，800，400円 枠連： 12，921，500円
馬連： 49，656，400円 馬単： 34，477，600円 ワイド： 24，508，400円
3連複： 68，106，800円 3連単： 133，866，200円 計： 401，708，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 460円 � 250円 枠 連（4－7） 4，200円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 680円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 11，090円 3 連 単 ��� 57，440円

票 数

単勝票数 計 313716 的中 � 53674（2番人気）
複勝票数 計 468004 的中 � 68298（2番人気）� 22900（8番人気）� 52170（4番人気）
枠連票数 計 129215 的中 （4－7） 2273（17番人気）
馬連票数 計 496564 的中 �� 8711（14番人気）
馬単票数 計 344776 的中 �� 3745（26番人気）
ワイド票数 計 245084 的中 �� 4156（20番人気）�� 9329（8番人気）�� 4190（19番人気）
3連複票数 計 681068 的中 ��� 4536（39番人気）
3連単票数 計1338662 的中 ��� 1720（180番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．5―49．0―1：01．8―1：14．6―1：27．0―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ビービートレイター �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーウェル

2010．4．21生 牡4黒鹿 母 カタズオノンデ 母母 オグラトウシヨウ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
初出走 JRA

※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。

01092 1月25日 晴 良 （26京都1）第8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

22 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± 01：52．8 2．6�
69 サンライズスマート 牡5鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 478＋ 41：52．9� 11．5�
11 グッドマイスター 牡5鹿 57 C．ルメール 久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 490－ 41：53．0� 3．6�

（仏）

44 ラフィングインメイ 牡5黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B526± 01：53．1� 6．0�

710 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：53．31� 14．2�
33 ノブオズボーン 牡4鹿 56 藤田 伸二前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 552＋121：53．51	 15．4	
68 トップオブカハラ 牡7芦 57

54 ▲森 一馬横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 496－ 2 〃 クビ 126．8

711 テーオーサクセス 牡6黒鹿57 横山 典弘小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 512＋121：53．71 65．5�
812 トゥヴァビエン 牡4黒鹿56 酒井 学玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 526± 01：54．02 66．1�
57 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 502＋ 21：54．1
 8．1
56 サンマルボス 牡7鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 498＋ 21：54．2クビ 336．2�
45 クローバーリーフ 牝6鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：54．3
 25．2�
813 ナンヨースラッガー 牡7芦 57 岡田 祥嗣中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 502＋ 6 〃 クビ 557．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，613，400円 複勝： 56，442，100円 枠連： 14，833，500円
馬連： 60，453，100円 馬単： 41，000，800円 ワイド： 32，650，200円
3連複： 85，308，700円 3連単： 146，727，700円 計： 469，029，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 250円 � 140円 枠 連（2－6） 1，390円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 490円 �� 200円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 316134 的中 � 97201（1番人気）
複勝票数 計 564421 的中 � 153458（1番人気）� 42332（5番人気）� 113371（2番人気）
枠連票数 計 148335 的中 （2－6） 7902（4番人気）
馬連票数 計 604531 的中 �� 29404（5番人気）
馬単票数 計 410008 的中 �� 17756（4番人気）
ワイド票数 計 326502 的中 �� 14746（5番人気）�� 51815（1番人気）�� 12877（9番人気）
3連複票数 計 853087 的中 ��� 43101（3番人気）
3連単票数 計1467277 的中 ��� 12093（17番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．9―13．2―13．4―13．0―12．3―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．5―49．7―1：03．1―1：16．1―1：28．4―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ク ノ ソ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．11．18 京都2着

2010．5．10生 牡4鹿 母 キクノジェニー 母母 キクノサンシャイン 7戦3勝 賞金 30，020，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ラフィングインメイ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・7

番）
サンライズスマート号の騎手武豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：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。



01093 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第9競走 ��
��1，600�

は な み こ う じ

花 見 小 路 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

22 � ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 56 浜中 俊林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 494± 01：33．4 5．4�
66 レッドジゼル 牝4鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 6．1�
77 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 福永 祐一岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 494＋ 41：33．61	 5．6�
55 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± 01：33．81	 113．3�
11 ディアマイベイビー 牝4青鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋141：33．9
 12．2	
810 ブルーハーツクライ 牡5栗 57 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 506＋ 61：34．0クビ 13．3

78 アダムスピーク 牡5黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 アタマ 2．0�

（仏）

89 � ホーマンベルウィン 牡6黒鹿57 北村 友一久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 476± 01：34．42� 73．7�
33 リフトザウイングス 牡6青鹿57 横山 典弘 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 524＋ 21：34．5クビ 33．1
44 パープルタイヨー 牡8鹿 57 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 450＋ 41：34．6� 287．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，252，500円 複勝： 73，650，300円 枠連： 15，063，000円
馬連： 77，582，700円 馬単： 60，888，800円 ワイド： 33，548，300円
3連複： 95，773，200円 3連単： 254，807，800円 計： 660，566，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 200円 � 230円 枠 連（2－6） 1，700円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 470円 �� 450円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 492525 的中 � 72657（2番人気）
複勝票数 計 736503 的中 � 86725（3番人気）� 104330（2番人気）� 85227（4番人気）
枠連票数 計 150630 的中 （2－6） 6564（7番人気）
馬連票数 計 775827 的中 �� 38196（7番人気）
馬単票数 計 608888 的中 �� 14672（11番人気）
ワイド票数 計 335483 的中 �� 17704（7番人気）�� 18579（6番人気）�� 19021（5番人気）
3連複票数 計 957732 的中 ��� 32905（9番人気）
3連単票数 計2548078 的中 ��� 13789（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．1―47．1―58．5―1：10．1―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒ ュ ウ マ �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．3．14生 牡4鹿 母 Moravia 母母 Gold Canyon 15戦3勝 賞金 54，042，000円
〔制裁〕 ブルーハーツクライ号の騎手国分優作は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6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。

01094 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス
発走15時10分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

88 トゥザワールド 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520＋142：00．0 1．4�
66 ミヤビジャスパー 牡3鹿 56 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 492－ 62：00．21� 10．0�
89 アドミラルシップ 牡3栗 56 浜中 俊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 10．7�
44 モンドシャルナ 牡3鹿 56 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440± 02：00．41� 5．3�
33 ウイントゥモロー 牡3黒鹿56 C．ルメール�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 488－ 62：00．5	 14．1	

（仏）

55 
 セ セ リ 牡3栗 56 武 豊冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 502＋ 62：00．81	 21．8


11 サンライズレーヴ 牡3栗 56 丹内 祐次松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 458－ 22：01．01� 145．5�

22 � ニシノデンジャラス 牡3栗 56 幸 英明西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 新冠橋本牧場 B518－ 62：01．42� 190．2�
（8頭）

77 ア ト ム 牡3鹿 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 91，736，700円 複勝： 233，374，700円 枠連： 16，311，800円
馬連： 103，706，900円 馬単： 99，331，700円 ワイド： 47，609，900円
3連複： 120，793，800円 3連単： 479，679，400円 計： 1，192，544，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 160円 � 190円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 190円 �� 220円 �� 520円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 差引計 917367（返還計 4740） 的中 � 546614（1番人気）
複勝票数 差引計2333747（返還計 4810） 的中 � 1685374（1番人気）� 158740（3番人気）� 120565（4番人気）
枠連票数 差引計 163118（返還計 557） 的中 （6－8） 25278（3番人気）
馬連票数 差引計1037069（返還計 7721） 的中 �� 154959（2番人気）
馬単票数 差引計 993317（返還計 7629） 的中 �� 125201（3番人気）
ワイド票数 差引計 476099（返還計 3587） 的中 �� 74879（2番人気）�� 55157（3番人気）�� 18306（9番人気）
3連複票数 差引計1207938（返還計 21032） 的中 ��� 119428（3番人気）
3連単票数 差引計4796794（返還計 75096） 的中 ��� 200710（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．2―48．6―1：01．0―1：13．4―1：25．5―1：37．2―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5
1
3
2，3，1－5，6，8－9－4
2－3，1，5，8，9，6－4

2
4
2，3，1－5，6，8－9－4
2，3，5（1，8）（9，6）－4

勝馬の
紹 介

トゥザワールド 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．28 阪神2着

2011．4．12生 牡3鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 4戦3勝 賞金 36，790，000円
〔出走取消〕 アトム号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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。



01095 1月25日 晴 良 （26京都1）第8日 第11競走 ��
��1，600�第49回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳52�5歳以上53�，収得賞金1，600万円毎1�
増，�：4歳54�5歳以上55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

714 ウ リ ウ リ 牝4青 52 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：33．0 4．2�

23 ドナウブルー 牝6鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：33．1	 3．2�
510
 ノーブルジュエリー 牝6黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 514＋101：33．31� 10．6�

（仏）

12 ミッドサマーフェア 牝5青鹿54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 4 〃 クビ 17．4�

612 エアジェルブロワ 牝5黒鹿53 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：33．4クビ 16．4	
713 ゴールデンナンバー 牝5栗 54 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 6 〃 ハナ 5．4

816 ローブティサージュ 牝4青 54 岩田 康誠有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋101：33．61� 24．3�
11 ノボリディアーナ 牝4栗 53 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 7．9�
59 マイネボヌール 牝5青鹿53 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：33．7クビ 204．0
24 クラウンロゼ 牝4鹿 53 和田 竜二矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 474＋10 〃 クビ 64．6�
36 プリンセスジャック 牝4栗 53 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 478＋ 4 〃 アタマ 20．6�
815 コレクターアイテム 牝4黒鹿53 秋山真一郎�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B474＋101：33．91 163．4�
35 チャーチクワイア 牝5栗 53 川田 将雅 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 アタマ 54．5�
48 アドマイヤセプター 牝6栗 54 M．ギュイヨン 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 42．0�

（仏）

611 コスモネモシン 牝7青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 476＋ 61：34．11� 37．6�
47  レジェトウショウ 牝8栗 54 池添 謙一トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470± 01：34．52� 448．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 136，806，200円 複勝： 233，444，200円 枠連： 99，102，200円
馬連： 483，316，400円 馬単： 221，756，300円 ワイド： 188，316，700円
3連複： 717，378，700円 3連単： 1，225，464，100円 計： 3，305，584，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 150円 � 260円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 350円 �� 720円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 11，080円

票 数

単勝票数 計1368062 的中 � 257479（2番人気）
複勝票数 計2334442 的中 � 391277（2番人気）� 506151（1番人気）� 190454（5番人気）
枠連票数 計 991022 的中 （2－7） 187484（1番人気）
馬連票数 計4833164 的中 �� 406913（1番人気）
馬単票数 計2217563 的中 �� 87816（3番人気）
ワイド票数 計1883167 的中 �� 145688（1番人気）�� 60900（8番人気）�� 77024（5番人気）
3連複票数 計7173787 的中 ��� 214439（3番人気）
3連単票数 計12254641 的中 ��� 81625（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―47．1―58．9―1：10．7―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ リ ウ リ �
�
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 2012．10．13 京都2着

2010．2．11生 牝4青 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 13戦4勝 賞金 92，634，000円
〔制裁〕 ドナウブルー号の騎手福永祐一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※マイネボヌール号は，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。

01096 1月25日 晴 良 （26京都1）第8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）
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

58 バ コ パ 牡5栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482－ 41：23．9 42．2�
23 トランザムスター 牡4鹿 56 M．ギュイヨン �キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B562± 01：24．0� 5．7�
（仏）

814 ゼンノコリオリ 牡4鹿 56 酒井 学大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466－101：24．1� 36．2�
712 サダムコーテイ 牡4鹿 56 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：24．73� 1．7�
35 サーシスリーフ 牡4鹿 56 C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 498－ 21：25．02 8．8	
（仏）

22 ワンダーゴヴェルノ 牡6栗 57 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 440－ 4 〃 クビ 19．8

46 	 サクラテイオー 牡5青鹿57 幸 英明�谷岡牧場 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 472－ 61：25．31
 37．8�
713 マーメイドティアラ 牝5鹿 55 岩田 康誠下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 424＋ 21：25．4クビ 141．6�
47 エクスクライム 牡5栗 57 藤田 伸二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 464＋181：25．5
 74．7
610	 テイエムオデッセイ 牝4鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 440＋ 2 〃 ハナ 182．7�
11 � スナイプビッド 牡6鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. B494＋ 4 〃 アタマ 10．6�
815 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 B496－ 61：25．6クビ 17．2�
611 ハドソンシチー 牡4黒鹿56 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 440－ 21：25．7� 23．1�
59 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 520－ 41：25．8
 27．5�
34 トーブプリンセス 牝5鹿 55 �島 良太武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 474± 01：25．9クビ 504．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，879，100円 複勝： 87，868，900円 枠連： 35，108，500円
馬連： 124，110，200円 馬単： 80，789，000円 ワイド： 58，857，100円
3連複： 179，674，500円 3連単： 350，858，300円 計： 968，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 910円 � 250円 � 790円 枠 連（2－5） 2，650円

馬 連 �� 12，190円 馬 単 �� 36，120円

ワ イ ド �� 3，320円 �� 9，310円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 78，050円 3 連 単 ��� 692，340円

票 数

単勝票数 計 508791 的中 � 9501（11番人気）
複勝票数 計 878689 的中 � 22896（11番人気）� 110411（2番人気）� 26966（10番人気）
枠連票数 計 351085 的中 （2－5） 9797（11番人気）
馬連票数 計1241102 的中 �� 7514（31番人気）
馬単票数 計 807890 的中 �� 1651（76番人気）
ワイド票数 計 588571 的中 �� 4387（33番人気）�� 1539（62番人気）�� 5369（29番人気）
3連複票数 計1796745 的中 ��� 1699（156番人気）
3連単票数 計3508583 的中 ��� 374（1063番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．9―46．8―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ コ パ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．11 阪神15着

2009．3．11生 牡5栗 母 ベ ア 母母 パルフェアムール 17戦2勝 賞金 18，000，000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。



（26京都1）第8日 1月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162頭 本 賞
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

242，650，000円
7，610，000円
1，450，000円
22，200，000円
63，273，000円
4，458，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
549，455，700円
998，311，100円
268，597，500円
1，145，696，300円
721，691，300円
522，788，500円
1，627，407，000円
3，221，781，600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 9，055，729，000円

総入場人員 17，244名 （有料入場人員 15，376名）
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