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01025 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15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

714 コパノリッキー 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 21：52．4 35．9�
36 ダイナミックウオー 牡3黒鹿56 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 514＋ 41：53．25 1．9�
47 クラージュドール 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 41：53．3� 3．9�
35 マイティウォリアー 牡3栗 56 幸 英明�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 482＋ 41：54．25 13．1�
59 タイムアラウド 牡3鹿 56 藤田 伸二有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：55．05 12．2�
48 キ マ モ リ 牡3黒鹿56 高倉 稜諸江 幸祐氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 464＋ 21：55．32 42．2	
611 ノアオーカン 牡3黒鹿56 国分 優作杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 474－ 21：55．72� 33．2

11 ソ ン ブ レ ロ 牡3鹿 56 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 460－ 8 〃 ハナ 11．5�
12 メイショウユニオン 牡3栗 56 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 450－ 61：56．12� 243．7�
23 ジャックトゥキング 牡3鹿 56 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 486－ 21：56．84 330．5
815 エーシンヘディング 牡3鹿 56 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 460＋ 21：56．9クビ 46．8�
24 テイエムオオラジャ 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 528＋221：57．0� 104．6�
713 ヤマサダイス 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志佐藤 雄司氏 加用 正 新ひだか 山際牧場 468－ 61：57．1� 160．4�
816 メイショウイマワカ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 558－ 21：57．31� 10．6�
612 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 北村 友一豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 61：58．04 299．4�
510 セルリアンプラウド �3鹿 56

53 ▲菱田 裕二�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 492－ 62：00．9大差 418．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，402，200円 複勝： 49，278，000円 枠連： 12，994，300円
馬連： 45，674，300円 馬単： 34，811，900円 ワイド： 24，672，400円
3連複： 68，694，900円 3連単： 113，009，700円 計： 372，537，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 490円 � 110円 � 150円 枠 連（3－7） 1，800円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，480円 �� 210円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 36，230円

票 数

単勝票数 計 234022 的中 � 5139（8番人気）
複勝票数 計 492780 的中 � 13079（7番人気）� 219451（1番人気）� 73751（2番人気）
枠連票数 計 129943 的中 （3－7） 5337（8番人気）
馬連票数 計 456743 的中 �� 14370（10番人気）
馬単票数 計 348119 的中 �� 3148（23番人気）
ワイド票数 計 246724 的中 �� 6132（11番人気）�� 3522（18番人気）�� 36749（1番人気）
3連複票数 計 686949 的中 ��� 15070（9番人気）
3連単票数 計1130097 的中 ��� 2302（106番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．2―13．1―12．6―12．4―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．5―50．6―1：03．2―1：15．6―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノリッキー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．24生 牡3栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ヤマサダイス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〕 アスカノトゥーレ号・セルリアンプラウド号は，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 サクラシェンロン号・シークレットゾーン号・スマートレバレッジ号・ディルムッド号・ブルータペストリー号

01026 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

48 シゲルオウシザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 510＋ 21：13．7 2．9�
23 クニサキゼブライカ 牡3黒鹿56 酒井 学國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 504＋ 8 〃 アタマ 4．9�
59 � レアヴェントゥーレ 牡3芦 56 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 520－ 21：13．8� 3．9�
11 キリノトップラン 牡3鹿 56 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 498± 01：13．9	 92．4�
713 アルペンクローネ 牡3鹿 56 北村 友一水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 440＋ 41：14．0クビ 138．0�
612 ヤマニンブルジョン 牡3栗 56 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458－ 41：14．32 5．8	
36 スリーカーニバル 牝3鹿 54 池添 謙一永井商事
 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 462－ 61：15．04 7．1�
611 タガノシェルム 牡3栗 56 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 456－ 81：15．1クビ 95．2�
815 ダンストゥナイト 牡3黒鹿56 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 476＋ 6 〃 クビ 36．1
47 シュヴァルツローゼ 牡3黒鹿56 太宰 啓介有限会社シルク佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 アタマ 79．7�
24 ビコーハエレシス 牡3黒鹿56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 444± 01：15．2クビ 310．8�
510 カワキタミラクル 牡3黒鹿56 国分 恭介川島 吉男氏 梅内 忍 新ひだか 木田牧場 476＋ 41：15．3	 157．1�
12 テイエムオーライト 牡3鹿 56 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム 456－ 21：15．72	 90．9�
816 ナ ー シ サ ス 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 438± 01：15．8	 609．8�
35 ロングピアチェーレ 牝3鹿 54 松山 弘平中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 金舛 幸夫 460＋ 21：16．22	 178．3�
714 スリーマーゴーン 牡3芦 56 秋山真一郎永井商事
 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 476＋ 41：16．51� 27．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，428，600円 複勝： 35，862，900円 枠連： 11，626，400円
馬連： 43，862，000円 馬単： 30，339，100円 ワイド： 22，033，400円
3連複： 64，341，700円 3連単： 101，941，800円 計： 330，435，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 140円 � 170円 枠 連（2－4） 640円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 260円 �� 360円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 204286 的中 � 56488（1番人気）
複勝票数 計 358629 的中 � 91848（1番人気）� 68660（2番人気）� 48687（3番人気）
枠連票数 計 116264 的中 （2－4） 13554（1番人気）
馬連票数 計 438620 的中 �� 51064（1番人気）
馬単票数 計 303391 的中 �� 18983（1番人気）
ワイド票数 計 220334 的中 �� 23955（1番人気）�� 14876（4番人気）�� 9376（8番人気）
3連複票数 計 643417 的中 ��� 38345（4番人気）
3連単票数 計1019418 的中 ��� 12727（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．4―48．9―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルオウシザ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2012．6．23 阪神4着

2010．3．14生 牡3栗 母 シゲルウエンセン 母母 ジョイフルステージ 6戦1勝 賞金 10，150，000円
〔騎手変更〕 ロングピアチェーレ号の騎手中井裕二は，病気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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 ヴェールフォンセ号・エスリア号・オトメザミッキー号・クリノアンデス号・シゲルカニザ号・

デンタルハイジーン号・ナンプー号・マルシゲキング号・メイショウゲンナイ号・メイショウドゥーマ号・
ヤマイチフォルーテ号

第１回 京都競馬 第３日



01027 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時15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

612 セトノミッシー 牝3鹿 54 幸 英明難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 41：26．4 30．1�

611 タイザンホクト 牡3鹿 56 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 492± 0 〃 クビ 6．9�
35 キングズウェザー 牡3栗 56 太宰 啓介吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 492－ 21：26．5� 5．7�
12 サトノエクセル 牡3黒鹿56 秋山真一郎里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 41：26．6� 5．6�
713 サンライズネオ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 486＋161：26．81� 20．5�
11 ナムラケンシロウ 牡3栃栗 56

53 ▲水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 450＋ 41：27．11� 92．8	
23 シゲルリュウザ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 柴田 政見 新ひだか 折手牧場 472－101：27．42 295．5

48 ナムラウンメイ 牡3鹿 56

53 ▲藤懸 貴志奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 賀張三浦牧場 452－ 61：27．5クビ 287．5�
714 メイショウライナー 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 470＋ 2 〃 ハナ 3．3
59 ヒミノコンドル 牡3鹿 56 藤岡 佑介佐々木八郎氏 境 直行 新冠 須崎牧場 502－ 61：27．92� 30．6�
36 サンライズベーダー 牡3黒鹿56 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 500± 01：28．11� 120．0�
47 エンペラーバイオ 牡3芦 56 国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 486＋ 61：28．2クビ 348．5�
510 タガノカバリオ �3鹿 56 酒井 学八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 21：28．83� 109．6�
815 マイネルヴォル 牡3芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 81：28．9� 14．1�
816 ヒ シ ダ イ ヤ 牝3鹿 54 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 482＋ 21：29．22 40．7�
24 ハギノグラミー 牡3栗 56 W．ビュイック 日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 21：35．1大差 4．8�
（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，208，400円 複勝： 40，987，900円 枠連： 12，939，900円
馬連： 47，366，600円 馬単： 29，373，400円 ワイド： 24，967，700円
3連複： 65，805，000円 3連単： 98，204，300円 計： 339，853，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 560円 � 220円 � 200円 枠 連（6－6） 4，980円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，430円 �� 600円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 102，520円

票 数

単勝票数 計 202084 的中 � 5306（8番人気）
複勝票数 計 409879 的中 � 15748（8番人気）� 52507（4番人気）� 63510（3番人気）
枠連票数 計 129399 的中 （6－6） 1918（18番人気）
馬連票数 計 473666 的中 �� 6313（20番人気）
馬単票数 計 293734 的中 �� 1563（46番人気）
ワイド票数 計 249677 的中 �� 4143（15番人気）�� 4188（14番人気）�� 10841（8番人気）
3連複票数 計 658050 的中 ��� 5256（33番人気）
3連単票数 計 982043 的中 ��� 707（312番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―47．6―1：00．3―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 ・（1，5）（6，11，14）（4，12）（10，2，13，16）3－15，8（7，9） 4 ・（1，5）（6，11）12，14（2，13）（4，3，16）（10，15）8（7，9）

勝馬の
紹 介

セトノミッシー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．17 京都10着

2010．4．7生 牝3鹿 母 フレンチミステリー 母母 ミスティックアイズ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 ハギノグラミー号は，3コーナーから4コーナーにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノグラミー号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キタサンヤマビコ号・キングレジェンド号・メイショウチカラ号
※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。

01028 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

712 ウインアルエット 牝4鹿 54 浜中 俊�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 21：53．2 13．4�

34 メテオーリカ 牝4黒鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 42．0�
22 ポ レ イ ア 牝4栗 54 幸 英明﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B490＋101：53．41� 3．0�
35 � ア ラ ン ロ ド 牝5栗 55 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 444＋101：53．5� 112．7�
23 シゲルリンゴ 牝4栗 54 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 446＋ 41：53．6	 62．1�
46 � グローリアスローズ 牝5栗 55

52 ▲菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：53．7クビ 4．8	
713 フーラブライド 牝4鹿 54 藤田 伸二吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 466－ 4 〃 ハナ 3．4

58 � ベリーフィールズ 牝5鹿 55 武 豊 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 452－ 4 〃 クビ 9．5�
611 シーズガレット 牝5栗 55

52 ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 456－ 41：53．8クビ 22．0�
59 ブライトポジー 牝4鹿 54 国分 恭介ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 424＋ 21：54．01	 30．2�
11 � エーシンフルハウス 牝4黒鹿54 藤岡 佑介平井 泰男氏 藤岡 健一 浦河 まるとみ冨岡牧場 476－ 81：54．1クビ 14．2�
815� ク リ ッ ク 牝4青 54 国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 日高 富川田中牧場 498＋ 61：54．73	 161．4�
47 トーブプリンセス 牝4鹿 54

51 ▲水口 優也武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 472＋ 41：54．8クビ 344．5�
814 シルクシンフォニー 牝4栗 54 秋山真一郎有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 464＋ 81：54．9	 35．0�
610� スターファンタジア 牝4黒鹿54 鮫島 良太下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 470＋ 41：55．0	 435．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，379，200円 複勝： 35，232，500円 枠連： 15，255，300円
馬連： 50，268，500円 馬単： 31，545，500円 ワイド： 25，876，100円
3連複： 73，193，100円 3連単： 108，861，200円 計： 362，611，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 410円 � 750円 � 170円 枠 連（3－7） 3，210円

馬 連 �� 17，720円 馬 単 �� 34，800円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 880円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 19，890円 3 連 単 ��� 195，960円

票 数

単勝票数 計 223792 的中 � 13251（5番人気）
複勝票数 計 352325 的中 � 20479（6番人気）� 10063（10番人気）� 72406（2番人気）
枠連票数 計 152553 的中 （3－7） 3510（14番人気）
馬連票数 計 502685 的中 �� 2094（43番人気）
馬単票数 計 315455 的中 �� 669（83番人気）
ワイド票数 計 258761 的中 �� 1367（46番人気）�� 7550（9番人気）�� 3004（23番人気）
3連複票数 計 731931 的中 ��� 2716（64番人気）
3連単票数 計1088612 的中 ��� 410（495番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―12．9―12．8―12．7―12．6―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．4―50．2―1：02．9―1：15．5―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインアルエット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2011．11．12 京都10着

2009．1．15生 牝4鹿 母 ラークホイッスル 母母 Find Happiness 16戦2勝 賞金 20，000，000円
〔騎手変更〕 アランロド号の騎手中井裕二は，病気のため太宰啓介に変更。



01029 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時35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 フロアクラフト 牝3黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．8 4．3�
35 アドマイヤキンカク 牡3鹿 56 W．ビュイック 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444± 01：49．01� 4．0�

（英）

47 マウイノカオイ 牡3鹿 56 酒井 学金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 472＋ 2 〃 アタマ 12．3�

816 サダムダイジョウブ 牡3青 56 福永 祐一大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－121：49．1� 3．8�

12 ポールシッター 牡3青鹿56 川須 栄彦平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：49．31 9．4	
714 ユニヴァーザライド 牡3鹿 56 池添 謙一 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 4 〃 ハナ 14．9

59 テイエムレンジャー 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 486＋ 2 〃 クビ 9．1�
24 タピスドフルール 牝3栗 54 秋山真一郎吉田 和子氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 466－ 41：49．5� 93．2�
815 ウインクルキラリ 牝3栗 54 鮫島 良太塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 466－121：49．81� 52．1
11 ユキノプリシラ 牝3鹿 54 佐久間寛志遠藤 宗義氏 鹿戸 明 日高 浜本牧場 416－ 61：49．9� 315．2�
611 トスカニーニ 牡3鹿 56 武 豊田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 458＋241：50．0� 32．0�
36 シゲルコンパスザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム 452± 01：50．53 285．7�
612 シャイニーハーツ 牡3栗 56 浜中 俊小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 460－ 21：50．82 32．2�
23 エーシンヒリュー 牡3栗 56 太宰 啓介�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 B466－ 8 〃 クビ 56．9�
510 アクアブルーサニー 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 21：50．9クビ 239．2�
713 ハートブレイカー 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：51．96 42．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，438，700円 複勝： 53，888，200円 枠連： 18，503，400円
馬連： 57，193，100円 馬単： 34，611，600円 ワイド： 29，582，000円
3連複： 80，126，200円 3連単： 116，110，500円 計： 419，453，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 180円 � 290円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 420円 �� 800円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 18，880円

票 数

単勝票数 計 294387 的中 � 54996（3番人気）
複勝票数 計 538882 的中 � 99525（2番人気）� 85619（3番人気）� 41452（5番人気）
枠連票数 計 185034 的中 （3－4） 17356（3番人気）
馬連票数 計 571931 的中 �� 36718（3番人気）
馬単票数 計 346116 的中 �� 10683（6番人気）
ワイド票数 計 295820 的中 �� 18581（3番人気）�� 8853（10番人気）�� 7610（13番人気）
3連複票数 計 801262 的中 ��� 16765（10番人気）
3連単票数 計1161105 的中 ��� 4540（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．8―48．1―1：01．0―1：13．5―1：25．8―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロアクラフト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Halling デビュー 2012．11．4 京都2着

2010．5．5生 牝3黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔その他〕 ハートブレイカー号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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） 2頭 シゲルオヒツジザ号・ティマイドリーム号
（非抽選馬） 2頭 セルリアンアクウー号・ダイワレーヌ号
※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。

01030 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （芝・右）

牝，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

510 ナンヨーユナ 牝3芦 54 福永 祐一中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．9 10．4�
815 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 452 ―1：37．21� 8．7�
59 レネットグルーヴ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 412 ―1：37．3� 2．4�
24 シンコープリンセス 牝3栗 54

51 ▲水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 434 ―1：37．51� 7．8�
12 マイネノンノ 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 422 ―1：37．6� 61．5	
714 モスコーオペラ 牝3黒鹿54 池添 謙一吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 30．5

611 マコトクオバディス 牝3鹿 54 和田 竜二尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 476 ― 〃 ハナ 11．2�
612 ノ イ 牝3鹿 54 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 448 ―1：37．7� 22．3�
23 ジョーパルカ 牝3栗 54 太宰 啓介上田けい子氏 角田 晃一 浦河 ハッピーネ

モファーム 426 ―1：37．8� 26．0
36 プレイリースター 牝3栃栗54 古川 吉洋田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 452 ― 〃 ハナ 115．9�
35 エ ス パ シ オ 牝3黒鹿54 国分 優作田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 428 ―1：37．9� 82．0�
47 ラーストチカ 牝3黒鹿54 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 444 ―1：38．11� 4．9�
11 ツカサリバティー 牝3鹿 54 酒井 学中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 448 ―1：38．2� 28．3�
713 ラディネット 牝3鹿 54 川田 将雅有限会社シルク村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 374 ―1：38．94 198．5�
816 アイボリーベージュ 牝3栗 54

51 ▲藤懸 貴志名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 472 ―1：39．11� 124．6�
48 ニシノリアン 牝3栗 54

51 ▲菱田 裕二西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 452 ―1：39．2� 113．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，941，700円 複勝： 37，312，700円 枠連： 16，920，500円
馬連： 47，511，600円 馬単： 31，570，100円 ワイド： 24，348，700円
3連複： 62，449，500円 3連単： 98，306，200円 計： 341，361，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 240円 � 220円 � 120円 枠 連（5－8） 790円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 500円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 30，130円

票 数

単勝票数 計 229417 的中 � 17434（5番人気）
複勝票数 計 373127 的中 � 32594（6番人気）� 36521（3番人気）� 117071（1番人気）
枠連票数 計 169205 的中 （5－8） 15875（4番人気）
馬連票数 計 475116 的中 �� 9909（15番人気）
馬単票数 計 315701 的中 �� 2992（28番人気）
ワイド票数 計 243487 的中 �� 4915（15番人気）�� 12431（4番人気）�� 12540（3番人気）
3連複票数 計 624495 的中 ��� 13949（9番人気）
3連単票数 計 983062 的中 ��� 2408（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．1―48．8―1：01．1―1：13．1―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーユナ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2010．1．30生 牝3芦 母 フサイチケリー 母母 タイシンリリイ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ラディネット号の騎手中井裕二は，病気のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ヴィトレスク号・サンマルグレース号・ディープストーリー号・トーセンソレイユ号・メイショウカルマン号・

レッドフォーチュン号



01031 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第7競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

47 エーシンブランコス 牡4芦 56 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 424＋181：12．2 3．9�
11 エーシンブルバード 牝4栗 54

51 ▲菱田 裕二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 512＋ 21：12．41� 9．4�
714 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 504＋121：12．93 5．4�
36 シ ゲ ル ユ ズ 牡4鹿 56 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 480－ 21：13．0クビ 7．7�
612	 メイショウホロベツ 牡5鹿 57 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 482＋ 61：13．21� 36．1�
48 	 ヒラボクダッシュ 牡4栗 56 幸 英明�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 448－ 4 〃 クビ 5．3	
713
 シゲルカイチョウ 牡5黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi 498－ 21：13．3� 30．7


510 イイデカントリ 牝4青鹿54 松岡 正海 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 462－ 21：13．51� 8．7�
611 グランプリブルー 牡4栗 56 W．ビュイック �グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B480＋ 21：13．6クビ 13．5�

（英）

815	 ブラックビスケット 牝4黒鹿54 福永 祐一三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 418＋ 4 〃 ハナ 36．5
59 スズカヘリオス 牡4栗 56 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 472＋ 4 〃 クビ 90．7�
24 
 シナスタジア 牝4栗 54 小林 徹弥小田 吉男氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm, LLC 452－ 21：13．7クビ 36．6�
23 
 ドントゥリバーレ �4鹿 56 酒井 学加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charlotte

M. Wrather 492＋141：13．8� 23．7�
35 ヒノデポベーダ 牝5鹿 55 高倉 稜久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 446± 01：13．9 232．9�
816 コマノスクアーロ 牝5鹿 55 松山 弘平長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 424－101：14．22 54．3�
12 エヴァンブルー 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 472－ 41：14．3� 98．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，798，700円 複勝： 44，143，000円 枠連： 21，394，400円
馬連： 66，839，400円 馬単： 39，750，800円 ワイド： 31，264，200円
3連複： 91，461，600円 3連単： 139，346，700円 計： 459，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 290円 � 290円 枠 連（1－4） 1，090円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 840円 �� 770円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 35，750円

票 数

単勝票数 計 257987 的中 � 53175（1番人気）
複勝票数 計 441430 的中 � 85294（1番人気）� 36459（6番人気）� 36951（5番人気）
枠連票数 計 213944 的中 （1－4） 14565（4番人気）
馬連票数 計 668394 的中 �� 23012（7番人気）
馬単票数 計 397508 的中 �� 7312（11番人気）
ワイド票数 計 312642 的中 �� 9322（8番人気）�� 10344（6番人気）�� 3669（25番人気）
3連複票数 計 914616 的中 ��� 10087（19番人気）
3連単票数 計1393467 的中 ��� 2877（88番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．1―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．3―48．3―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 1，10（6，14）（12，7）3（4，13）（8，9）－（15，16）（2，11）5 4 1（10，14）6（12，7）3（4，13）8，9（15，16）（2，11）5

勝馬の
紹 介

エーシンブランコス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 With Approval デビュー 2011．7．17 京都8着

2009．3．28生 牡4芦 母 マシロンガール 母母 Above the Salt 10戦2勝 賞金 18，300，000円
〔騎手変更〕 エーシンブルバード号の騎手中井裕二は，病気のため菱田裕二に変更。
〔発走状況〕 シゲルユズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シゲルユズ号は，発走調教再審査。
※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。

01032 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：47．8
1：47．8

重
重

24 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿56 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 454＋ 61：52．1 10．8�
612 エアラギオール 牡5黒鹿57 福永 祐一 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 21：52．31� 2．6�
714 ゴールデンアタック 牡5栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 496＋ 41：52．4� 3．5�
48 ロゼッタストーン 牡4鹿 56 川須 栄彦太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 462－121：52．71� 6．5�
59 ツヨシノブルーム 牡4芦 56

53 ▲藤懸 貴志横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 494± 01：52．8� 26．1�
816 トゥルーフレンド 牡4鹿 56 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 480－ 4 〃 ハナ 272．5	
12 オーバーヘッド 牡5栗 57 和田 竜二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 492＋ 61：52．9� 28．0

23 オリエンタルコール 牡6鹿 57 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 450± 0 〃 アタマ 176．7�
611 スズカルパン 牡4鹿 56

53 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 458± 01：53．0� 103．5�
35 マンハッタンコード 牡4鹿 56 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 35．5
510 ジョーラプター 牡4鹿 56 古川 吉洋上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 478± 01：53．42� 187．5�
47 サンライズスマート 牡4鹿 56 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 470＋ 21：53．72 13．5�
11 スリートップガン 牡4栗 56 浜中 俊永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 490－ 21：53．8クビ 64．9�
36 ヤマイチタイキ 牡7鹿 57 佐久間寛志坂本 肇氏 鹿戸 明 平取 二風谷ファーム 496± 0 〃 アタマ 349．6�
713 ナリタハリケーン 牡4鹿 56 小牧 太�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：54．01� 18．6�
815 アドマイヤサイモン 牡5栗 57 W．ビュイック 近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470± 01：55．9大差 17．1�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，593，500円 複勝： 46，640，700円 枠連： 20，676，700円
馬連： 71，935，300円 馬単： 45，593，800円 ワイド： 33，472，600円
3連複： 92，426，600円 3連単： 161，314，700円 計： 499，653，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 210円 � 120円 � 140円 枠 連（2－6） 1，350円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 470円 �� 560円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 13，990円

票 数

単勝票数 計 275935 的中 � 20282（4番人気）
複勝票数 計 466407 的中 � 45402（4番人気）� 126376（1番人気）� 89736（2番人気）
枠連票数 計 206767 的中 （2－6） 11378（4番人気）
馬連票数 計 719353 的中 �� 36689（4番人気）
馬単票数 計 455938 的中 �� 7786（13番人気）
ワイド票数 計 334726 的中 �� 16087（4番人気）�� 13019（5番人気）�� 50576（1番人気）
3連複票数 計 924266 的中 ��� 49238（2番人気）
3連単票数 計1613147 的中 ��� 8511（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．7―48．2―1：01．3―1：14．3―1：26．9―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラガートモヒーロ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．9．19 阪神4着

2009．4．4生 牡4黒鹿 母 フジタカローズ 母母 ウィンディロマンス 16戦2勝 賞金 28，040，000円
〔制裁〕 ラガートモヒーロ号の騎手太宰啓介は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2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。



01033 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 賞
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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：30．7

良
良

510 コパノリチャード 牡3黒鹿56 W．ビュイック 小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482－ 81：33．9 1．6�
（英）

24 プリムラブルガリス 牡3鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 478＋ 21：34．75 8．2�
11 ディープウェーブ 牡3青鹿56 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 21：34．91� 12．8�
23 ディープサウス 牝3青 54 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－ 21：35．22 5．5�
816 アーマークラッド 牡3栗 56 秋山真一郎吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：35．51� 41．7�
714 ル ゴ ス 牡3栗 56 北村 友一杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 456＋ 6 〃 クビ 75．2�
35 エーシンショーモン 牡3黒鹿56 幸 英明	栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 530－ 21：35．7� 74．6

713	 タンスチョキン 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 456＋ 41：35．8
 117．5�
12 メイショウオオゼキ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 480± 0 〃 クビ 30．0�
47 ピ ン ポ ン 牡3鹿 56 和田 竜二小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 436± 01：35．9� 75．6
48 ガムザッティ 牝3黒鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 クビ 38．6�
612 マンドレイク 牡3黒鹿56 小牧 太�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 478± 01：36．0
 33．3�
611 タガノトネール �3鹿 56 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 21：36．21 128．9�
36 タガノエンブレム 牡3青鹿56 高倉 稜八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：36．3
 131．8�
59 ジェネクラージュ 牡3栗 56 武 豊加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 446＋121：36．51
 36．7�
815 コスモマートレット 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ムラカミファーム 486± 01：38．6大差 33．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，562，800円 複勝： 117，408，700円 枠連： 30，731，700円
馬連： 107，006，400円 馬単： 76，421，700円 ワイド： 45，396，200円
3連複： 135，656，300円 3連単： 277，067，400円 計： 833，251，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 220円 枠 連（2－5） 240円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 250円 �� 340円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 435628 的中 � 222398（1番人気）
複勝票数 計1174087 的中 � 746088（1番人気）� 95400（3番人気）� 61438（4番人気）
枠連票数 計 307317 的中 （2－5） 96926（1番人気）
馬連票数 計1070064 的中 �� 148525（2番人気）
馬単票数 計 764217 的中 �� 83555（1番人気）
ワイド票数 計 453962 的中 �� 51072（2番人気）�� 33796（3番人気）�� 14017（7番人気）
3連複票数 計1356563 的中 ��� 77255（3番人気）
3連単票数 計2770674 的中 ��� 71634（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―11．9―12．1―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．2―47．1―59．2―1：10．9―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．7
3 10，8（5，14，15）（4，16，12）（3，7）9（1，13）2（6，11） 4 10，8，5，14（4，15）（16，12）3（7，1）2（9，13）（6，11）

勝馬の
紹 介

コパノリチャード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．4 京都1着

2010．4．15生 牡3黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー 3戦2勝 賞金 20，795，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモマートレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月12日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01034 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

35 � アンコイルド 牡4鹿 56 浜中 俊�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC 488－ 21：59．0 8．6�

24 マイネルディーン 牡4青 56 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 446－ 61：59．31	 16．1�

11 トラストワン 牡5黒鹿57 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 498± 0 〃 クビ 32．9�
23 エスカナール 牝5黒鹿55 川田 将雅下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 484＋ 81：59．4
 62．1�
59 � カワキタフウジン 牡8栗 57 国分 優作川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 514－ 21：59．5
 42．0	
48 ラフォルジュルネ 牝6鹿 55 高倉 稜 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 2 〃 クビ 45．4

36 プレミアムブルー 牡4栗 56 松山 弘平 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 490＋ 41：59．81	 10．6�
47 ハワイアンウインド 牝4鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 ハナ 17．7�
714 ヤマニンシャスール 牡6鹿 57 北村 友一土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 494＋ 21：59．9
 195．3
815 ハジメレンジャー 牡7鹿 57 武 幸四郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 478± 0 〃 クビ 299．7�
510 ジェントルマン 牡5黒鹿57 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 492＋ 42：00．11� 2．2�
612 ミルドリーム 牡4青鹿56 秋山真一郎平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440＋ 42：00．73
 6．5�
713 チェリーメドゥーサ 牝4青鹿54 小牧 太櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 432－ 62：01．12
 12．3�
816 キャトルフィーユ 牝4鹿 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 42：01．31 16．2�
12 アナバティック 牡6栗 57 W．ビュイック 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 02：01．4
 13．6�

（英）

611 チュウワブロッサム 牝6鹿 55 酒井 学中西 忍氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B480－ 22：02．46 131．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，101，900円 複勝： 78，055，800円 枠連： 32，723，600円
馬連： 151，992，800円 馬単： 78，209，500円 ワイド： 60，909，100円
3連複： 194，119，600円 3連単： 327，955，200円 計： 969，067，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 300円 � 520円 � 730円 枠 連（2－3） 2，090円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 9，660円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 3，910円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 45，600円 3 連 単 ��� 222，870円

票 数

単勝票数 計 451019 的中 � 41605（3番人気）
複勝票数 計 780558 的中 � 77867（3番人気）� 38306（7番人気）� 26169（10番人気）
枠連票数 計 327236 的中 （2－3） 11571（10番人気）
馬連票数 計1519928 的中 �� 22591（18番人気）
馬単票数 計 782095 的中 �� 5978（32番人気）
ワイド票数 計 609091 的中 �� 9029（19番人気）�� 3807（41番人気）�� 2920（51番人気）
3連複票数 計1941196 的中 ��� 3142（122番人気）
3連単票数 計3279552 的中 ��� 1086（638番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―11．9―11．9―12．0―11．9―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．4―47．3―59．2―1：11．2―1：23．1―1：35．0―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アンコイルド �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Alzao デビュー 2012．4．7 阪神9着

2009．5．1生 牡4鹿 母 Tanzania 母母 Triple Couronne 7戦4勝 賞金 50，625，000円
〔制裁〕 ハワイアンウインド号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）

マイネルディーン号の騎手伊藤工真は，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
2月3日まで騎乗停止。（被害馬：9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。
（非当選馬） 1頭 メイショウカドマツ号
※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。



01035 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第11競走 ��
��1，400�

や ま と

大和ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳54�5歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬
は超過額1，100万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

612 マルカフリート 牡7鹿 58 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 484＋ 21：23．6 9．5�
11 エ ア ウ ル フ 牡6栗 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B486＋141：23．7� 4．9�
713 ウォータールルド 牡5黒鹿56 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 494＋101：23．8クビ 2．6�
59 	 サクラシャイニー 牡7栗 56 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 466＋101：24．01
 44．4�
815 アドマイヤロイヤル 牡6鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 クビ 3．9�
510 グリッターウイング 牡6栗 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 522＋ 21：24．1� 9．6	

（英）

12 サンライズモール 牡6栗 56 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 492＋ 6 〃 アタマ 61．9

23 アドマイヤメジャー 牡7青鹿57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム 452± 01：24．2
 61．8�
47 スリーアリスト 牡8栗 56 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 506＋ 81：24．41 294．1�
24 トキノフウジン 牡6黒鹿56 藤田 伸二田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 456＋ 21：24．5
 61．8
714 スティールパス 牝6黒鹿55 幸 英明飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 468－12 〃 ハナ 14．5�
36 トシギャングスター 牡6芦 56 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：24．6
 27．3�
35 タマモクリエイト 牡8鹿 56 和田 竜二タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 524＋101：24．8� 337．4�
48 ダノンエリモトップ 牡7鹿 56 松岡 正海�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 534－ 21：25．01� 194．7�
611 ナニハトモアレ 牡7黒鹿55 松山 弘平北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 520＋ 81：25．21� 132．7�
816 トウショウウェイヴ 牡8黒鹿57 秋山真一郎トウショウ産業� 今野 貞一 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B480＋ 21：26．37 327．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，271，400円 複勝： 117，370，200円 枠連： 65，863，800円
馬連： 276，619，700円 馬単： 157，404，700円 ワイド： 91，274，800円
3連複： 353，462，500円 3連単： 694，813，200円 計： 1，828，080，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 240円 � 160円 � 140円 枠 連（1－6） 1，830円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 920円 �� 610円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 19，910円

票 数

単勝票数 計 712714 的中 � 59669（4番人気）
複勝票数 計1173702 的中 � 102647（5番人気）� 201883（3番人気）� 263407（1番人気）
枠連票数 計 658638 的中 （1－6） 26628（10番人気）
馬連票数 計2766197 的中 �� 84689（11番人気）
馬単票数 計1574047 的中 �� 22127（23番人気）
ワイド票数 計 912748 的中 �� 22707（11番人気）�� 35915（6番人気）�� 78611（2番人気）
3連複票数 計3534625 的中 ��� 114300（7番人気）
3連単票数 計6948132 的中 ��� 25767（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．1―48．3―1：00．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2008．11．15 京都2着

2006．4．13生 牡7鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 16戦7勝 賞金 117，954，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 ウォータールルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ウォータールルド号は，発走調教再審査。
※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。

01036 1月12日 晴 良 （25京都1）第3日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

612 ツリーズオブホープ 牡6栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 470＋ 21：11．9 56．9�
815 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿56 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 476＋10 〃 クビ 7．2�
11 マ ル コ フ ジ 牡5栗 57 松岡 正海岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 478＋141：12．0� 76．9�
816 アキノモーグル 牡5栗 57 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 522＋ 4 〃 ハナ 17．8�
48 	 サウンドガガ 牝4黒鹿 54

51 ▲藤懸 貴志増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

468－ 4 〃 クビ 10．3�
714
 エスケープマジック 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 23．3	
35 ランドタカラ 牡6黒鹿57 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498－ 21：12．1クビ 266．1

713 マイディアソング 牝5青鹿55 秋山真一郎有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 474＋ 6 〃 クビ 11．9�
47 
 トーホウペガサス 牡6鹿 57 幸 英明東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 504± 01：12．2� 30．7
12 ステラリード 牝6栗 55 福永 祐一広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 450＋ 61：12．41� 107．6�
59 トップフライアー 牡4青鹿 56

53 ▲水口 優也井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 486＋ 2 〃 同着 6．4�
611 トーホウジャパン 牡5栗 57 酒井 学東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 498± 0 〃 クビ 61．7�
36 キンシザイル 牡4鹿 56 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 490± 01：12．5クビ 1．9�
510	 キョウエイバサラ 牡5芦 57 川須 栄彦田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 520＋161：12．81� 53．6�
23 	
 レディワシントン 牝5鹿 55 松山 弘平鳴戸 雄一氏 吉村 圭司 米 Yuichi Na-

ruto 450－101：13．65 41．6�
（15頭）

24 メイショウツレヅレ 牝4黒鹿 54
51 ▲菱田 裕二松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 430－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 50，401，200円 複勝： 76，341，800円 枠連： 42，807，000円
馬連： 112，207，700円 馬単： 65，496，400円 ワイド： 50，529，100円
3連複： 128，295，400円 3連単： 234，360，000円 計： 760，438，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，690円 複 勝 � 1，060円 � 240円 � 1，500円 枠 連（6－8） 5，400円

馬 連 �� 14，130円 馬 単 �� 36，600円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 14，490円 �� 5，470円

3 連 複 ��� 144，120円 3 連 単 ��� 1，130，450円

票 数

単勝票数 差引計 504012（返還計 52788） 的中 � 6982（11番人気）
複勝票数 差引計 763418（返還計 69511） 的中 � 17016（10番人気）� 106613（3番人気）� 11759（13番人気）
枠連票数 差引計 428070（返還計 2381） 的中 （6－8） 5853（18番人気）
馬連票数 差引計1122077（返還計328342） 的中 �� 5864（37番人気）
馬単票数 差引計 654964（返還計178823） 的中 �� 1321（86番人気）
ワイド票数 差引計 505291（返還計117484） 的中 �� 3143（37番人気）�� 852（86番人気）�� 2278（47番人気）
3連複票数 差引計1282954（返還計614950） 的中 ��� 657（241番人気）
3連単票数 差引計2343600（返還計1191200） 的中 ��� 153（1578番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．3―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツリーズオブホープ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2010．1．10 京都6着

2007．3．19生 牡6栗 母 ユメノクラリティー 母母 マ シ ェ ア ー 22戦3勝 賞金 34，100，000円
〔騎手変更〕 サウンドガガ号の騎手中井裕二は，病気のため藤懸貴志に変更。
〔競走除外〕 メイショウツレヅレ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ホクセツキングオー号



（25京都1）第3日 1月12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 190頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

198，840，000円
2，080，000円
7，680，000円
1，690，000円
18，000，000円
69，626，500円
4，914，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
402，528，300円
732，522，400円
302，437，000円
1，078，477，400円
655，128，500円
464，326，300円
1，410，032，400円
2，471，290，900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 7，516，743，200円

総入場人員 15，532名 （有料入場人員 13，936名）
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