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04013 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00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

34 スリーカーニバル 牝3鹿 54 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 466＋ 41：14．2 20．9�
610 グレートエンジェル 牝3鹿 54 酒井 学田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 472－ 21：14．41� 28．4�
713 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 466－ 2 〃 ハナ 1．7�
23 ニシノモンクス 牝3鹿 54 小牧 太西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 440－ 8 〃 ハナ 7．3�
815 イニシャルダブル 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 418± 01：14．5� 17．9	
58 ミキノティータイム 牝3栗 54 福永 祐一谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 448－ 21：14．6� 13．5

59 マリナーズコンパス 牝3鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 422± 01：14．7クビ 92．5�
47 ア サ ケ ゴ マ 牝3芦 54 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 468－ 21：15．01� 6．8�
11 ボディアンドソウル 牝3栗 54 秋山真一郎薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 424＋ 21：15．42� 383．0
35 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 428－ 61：15．82� 10．1�
712 ブイダッシュ 牝3鹿 54 丹内 祐次小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 382－ 81：16．01� 213．7�
814 メイショウメロディ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 440－ 61：16．42� 207．8�
22 ベンテンオリュウ 牝3黒鹿54 太宰 啓介華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 468＋121：16．93 172．8�
46 フ チ 牝3鹿 54 国分 恭介蛭川 年明氏 谷 潔 浦河 ひるかわ育

成牧場 508＋ 41：17．0� 23．9�
611 ケージーサクランボ 牝3黒鹿54 北村 友一川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 414－ 21：17．42� 223．5�
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売 得 金
単勝： 24，836，200円 複勝： 52，977，300円 枠連： 10，820，400円
馬連： 40，800，500円 馬単： 32，409，700円 ワイド： 23，054，700円
3連複： 61，514，800円 3連単： 110，177，800円 計： 356，591，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 420円 � 460円 � 110円 枠 連（3－6） 8，990円

馬 連 �� 23，010円 馬 単 �� 45，830円

ワ イ ド �� 5，290円 �� 690円 �� 710円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 120，110円

票 数

単勝票数 計 248362 的中 � 9402（7番人気）
複勝票数 計 529773 的中 � 17798（7番人気）� 16212（8番人気）� 283140（1番人気）
枠連票数 計 108204 的中 （3－6） 889（21番人気）
馬連票数 計 408005 的中 �� 1309（40番人気）
馬単票数 計 324097 的中 �� 522（77番人気）
ワイド票数 計 230547 的中 �� 1005（38番人気）�� 8537（7番人気）�� 8271（8番人気）
3連複票数 計 615148 的中 ��� 4242（31番人気）
3連単票数 計1101778 的中 ��� 677（292番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．6―49．0―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーカーニバル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．9 阪神2着

2010．3．31生 牝3鹿 母 マンボカーニバル 母母 Shahpari 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

04014 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

22 プラチナグロース 牡3芦 56 藤田 伸二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：55．0 1．5�

56 ワイドマンボ 牡3鹿 56 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 502－ 21：55．1� 14．3�
813 バロンミノル 牡3黒鹿56 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 41：55．52� 6．7�
45 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 478－ 41：55．6クビ 5．3�
33 オリエンタルサン 牡3鹿 56 小林 徹弥下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 468－ 21：56．66 139．3	
68 クリノコトノオー 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 468＋ 81：57．23� 16．0

711 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 498－101：57．83� 24．6�
57 キ マ モ リ 牡3黒鹿56 丹内 祐次諸江 幸祐氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 28．7�
812 テイエムユキダル 牡3芦 56 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 B464＋ 21：58．01� 83．1
44 ハンサムヒーロー 牡3鹿 56 秋山真一郎田島 政光氏 鮫島 一歩 新冠 村上 欽哉 468－ 41：58．53 139．9�
11 プライドキッズ 牡3栗 56 熊沢 重文瀬谷 �雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 520± 01：58．71� 276．1�
69 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 478－ 41：59．44 213．9�
710 ヒロノプリンス 牡3鹿 56 福永 祐一サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 458＋ 41：59．5� 62．8�
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売 得 金
単勝： 24，666，500円 複勝： 72，195，800円 枠連： 9，439，500円
馬連： 37，121，300円 馬単： 33，065，400円 ワイド： 18，769，500円
3連複： 54，938，800円 3連単： 115，005，700円 計： 365，202，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 170円 枠 連（2－5） 560円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 390円 �� 250円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 計 246665 的中 � 129897（1番人気）
複勝票数 計 721958 的中 � 487587（1番人気）� 23617（5番人気）� 54343（3番人気）
枠連票数 計 94395 的中 （2－5） 12448（3番人気）
馬連票数 計 371213 的中 �� 30611（4番人気）
馬単票数 計 330654 的中 �� 22019（5番人気）
ワイド票数 計 187695 的中 �� 11775（4番人気）�� 21810（2番人気）�� 4086（12番人気）
3連複票数 計 549388 的中 ��� 21937（5番人気）
3連単票数 計1150057 的中 ��� 17225（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．2―50．9―1：04．2―1：17．1―1：29．9―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラチナグロース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．1．14 京都2着

2010．4．22生 牡3芦 母 スズカミンクス 母母 ミンデンローズ 2戦1勝 賞金 7，400，000円

第２回 京都競馬 第２日



04015 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第3競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00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

11 メイショウアイアン 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 藤沢牧場 504＋121：27．1 11．2�
45 グロシュラライト 牡3黒鹿56 浜中 俊吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452± 01：27．2� 5．7�
56 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 470－ 21：27．51� 7．4�
68 バンブーバッジョ 牡3栗 56 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 558± 0 〃 アタマ 13．1�
812 アドマイヤコング 牡3黒鹿56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 482＋ 6 〃 クビ 6．5�
22 シゲルリブラ 牡3鹿 56 北村 友一 	ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 436－ 21：27．6� 31．7

44 ハートランド 牡3青鹿56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム 502－ 41：28．13 2．2�
69 メイショウサンカン 牡3黒鹿56 熊沢 重文松本 好雄氏 飯田 明弘 日高 浦新 徳司 496＋ 21：28．52� 36．6�
710 ネコイッチョクセン 牡3黒鹿56 丹内 祐次桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 土田 和男 484－ 21：28．6� 104．4
711 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 446－ 61：28．7� 126．9�
33 ヴェラーチェ 牡3黒鹿56 村田 一誠�三嶋牧場 北出 成人 浦河 上田 五十詞 508－ 61：29．01� 164．4�
813 ビットビバーチェ 牡3芦 56 川田 将雅礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 454－ 21：29．42� 17．3�
57 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 446－ 21：32．9大差 49．4�
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売 得 金
単勝： 23，340，900円 複勝： 39，883，900円 枠連： 12，410，300円
馬連： 42，097，800円 馬単： 31，397，500円 ワイド： 22，438，000円
3連複： 61，091，200円 3連単： 103，422，500円 計： 336，082，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 340円 � 210円 � 230円 枠 連（1－4） 1，020円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，800円 �� 580円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 64，360円

票 数

単勝票数 計 233409 的中 � 16459（5番人気）
複勝票数 計 398839 的中 � 28041（5番人気）� 54748（2番人気）� 49208（4番人気）
枠連票数 計 124103 的中 （1－4） 9031（5番人気）
馬連票数 計 420978 的中 �� 8892（12番人気）
馬単票数 計 313975 的中 �� 3950（21番人気）
ワイド票数 計 224380 的中 �� 5079（12番人気）�� 2948（20番人気）�� 10035（5番人気）
3連複票数 計 610912 的中 ��� 4250（33番人気）
3連単票数 計1034225 的中 ��� 1186（193番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．5―49．2―1：02．0―1：14．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアイアン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．8．19 札幌6着

2010．2．15生 牡3鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔調教再審査〕 バンブーバッジョ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツカサリバティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年2月27日まで平地

競走に出走できない。

04016 1月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都2）第2日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：11．2良・重

610 シゲルキョクチョウ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 484＋ 23：17．6 1．8�
712 テイエムセイリュウ 牡4青鹿59 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 494＋ 23：18．45 7．5�
34 メイショウヨウドウ �5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 468－ 63：18．61 3．7�
45 ニホンピロプアラニ 牡4黒鹿59 黒岩 悠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 480＋ 43：18．7� 21．8�
33 アラタマユニバース 牡4青鹿59 田村 太雅荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 472＋ 23：19．01� 28．3�
814	 エーシンテュポーン 牡6鹿 60 横山 義行�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm 490－ 63：19．31� 25．8	
69 
 ダイヤモンドハウス �5黒鹿60 山本 康志ロイヤルパーク 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 446＋ 43：19．51� 115．9

813
 セフティーフライト 牡4栗 59 小坂 忠士原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 452＋ 83：19．71� 76．6�
11 アイアムエレガント 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 506＋ 43：20．44 22．2�
57 ニライジンク 牡4栗 59 熊沢 重文フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 510－ 23：20．5� 29．3�
711
 フォレストリーダー 牡5栗 60 江田 勇亮小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 486＋ 23：20．82 344．9�
22 アッパレオリュウ 牝4黒鹿57 林 満明華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 510＋203：22．410 22．8�
46 スリリングレディ 牝4栗 57 大江原 圭久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 438－ 23：24．4大差 153．8�
58 バトルシュリイマン 牡6鹿 60 五十嵐雄祐宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 466＋ 23：28．5大差 40．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，418，900円 複勝： 25，327，800円 枠連： 10，594，400円
馬連： 33，430，600円 馬単： 25，974，900円 ワイド： 16，047，000円
3連複： 49，862，500円 3連単： 93，798，900円 計： 272，455，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（6－7） 640円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 260円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 2，030円

票 数

単勝票数 計 174189 的中 � 77143（1番人気）
複勝票数 計 253278 的中 � 100090（1番人気）� 29305（3番人気）� 54712（2番人気）
枠連票数 計 105944 的中 （6－7） 12346（2番人気）
馬連票数 計 334306 的中 �� 36751（2番人気）
馬単票数 計 259749 的中 �� 22397（3番人気）
ワイド票数 計 160470 的中 �� 14553（2番人気）�� 28706（1番人気）�� 10496（3番人気）
3連複票数 計 498625 的中 ��� 68680（1番人気）
3連単票数 計 937989 的中 ��� 34250（2番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 52．4－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
10－12，11，14，3（5，8）9－4，1－13，2＝7－6
10－12－3，5，9（14，4）（11，13）1－（7，2）＝6－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルキョクチョウ �
�
父 オンファイア �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2010．7．25 小倉1着

2008．3．28生 牡5鹿 母 プ レ ア デ ス 母母 エ チ ケ ッ ト 障害：5戦1勝 賞金 15，500，000円



04017 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

814 プライドイズメシア 牡3鹿 56 四位 洋文三枝 栄二氏 昆 貢 浦河 バンブー牧場 506 ―2：05．7 2．6�
610 ガリョウテンセイ 牡3鹿 56 北村 友一市川 義美氏 大久保龍志 新ひだか フジワラフアーム 504 ― 〃 クビ 31．5�
815 ケンブリッジアーサ 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460 ― 〃 ハナ 60．3�
59 ジャイアントリープ 牡3芦 56 酒井 学 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 510 ―2：05．8クビ 15．9�
611 ナ ナ リ ー 牝3鹿 54 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―2：06．11� 18．9�
34 ハイヤーゾーン 牡3鹿 56 池添 謙一	G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 472 ― 〃 クビ 3．2

22 アスタラビクトリア 牝3栗 54 秋山真一郎 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 432 ―2：06．2クビ 14．3�
712 サンライズワールド 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466 ―2：06．3� 30．0�
23 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 504 ― 〃 クビ 124．1
58 マツカゼグリーン 牡3黒鹿56 福永 祐一クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム 512 ―2：06．83 9．4�
11 サトノトレジャー 牡3鹿 56 国分 優作里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446 ―2：06．9� 25．4�
46 キクノセントロ 牡3栗 56 松山 弘平菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 466 ―2：07．11� 14．0�
35 ハイポジティブ 牡3鹿 56 太宰 啓介服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム 448 ―2：07．2クビ 122．6�
713 スマートジュメイラ 牝3鹿 54 小牧 太大川 徹氏 安達 昭夫 日高 いとう牧場 506 ―2：07．41� 248．8�
47 メイショウシンプウ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 480 ―2：08．14 15．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，173，200円 複勝： 37，407，000円 枠連： 14，995，900円
馬連： 49，364，500円 馬単： 34，818，200円 ワイド： 25，379，200円
3連複： 66，042，700円 3連単： 107，709，900円 計： 361，890，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 740円 � 1，280円 枠 連（6－8） 1，410円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 2，320円 �� 15，920円

3 連 複 ��� 63，470円 3 連 単 ��� 267，650円

票 数

単勝票数 計 261732 的中 � 79346（1番人気）
複勝票数 計 374070 的中 � 107970（1番人気）� 10236（11番人気）� 5658（12番人気）
枠連票数 計 149959 的中 （6－8） 7851（6番人気）
馬連票数 計 493645 的中 �� 8004（18番人気）
馬単票数 計 348182 的中 �� 4324（24番人気）
ワイド票数 計 253792 的中 �� 3484（19番人気）�� 2710（26番人気）�� 384（79番人気）
3連複票数 計 660427 的中 ��� 768（146番人気）
3連単票数 計1077099 的中 ��� 297（603番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．2―13．7―13．4―13．1―12．7―12．0―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．8―51．5―1：04．9―1：18．0―1：30．7―1：42．7―1：54．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3
11，8（2，12）4（1，10）14（3，9，15）5－（6，13）－7
11，8（2，12）4（1，10，14）（3，15）（5，9）－（6，13）7

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

勝馬の
紹 介

プライドイズメシア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo 初出走

2010．2．5生 牡3鹿 母 キューバンリズムⅡ 母母 Kournakova 1戦1勝 賞金 6，000，000円

04018 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：09．1
1：08．7

重
重

812 レ ギ ス 牡3栗 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 458＋ 41：12．7 2．0�
68 ドリームハヤテ 牡3鹿 56 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 484－ 41：12．91 27．1�
813 スマートアレンジ 牝3鹿 54 浜中 俊深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464± 0 〃 アタマ 14．6�
44 ゴーインググレート 牡3栗 56 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 454± 01：13．22 30．6�
56 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 514＋ 41：13．73 33．2�
45 ゴールドチェイス 牝3栃栗54 村田 一誠	グランド牧場 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 454－101：13．8クビ 15．6

710 レゼトワール 牝3鹿 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 480－ 61：13．9� 4．8�
22 キクノメテオ 牡3芦 56 熊沢 重文菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 488－121：14．0� 51．5�
69 コピーライター 牡3鹿 56 幸 英明グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 518＋ 21：14．1� 38．2
57 ストゥーディアス 牝3鹿 54 国分 恭介有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 498－ 21：14．2� 17．3�
11 スクワドロン 牡3芦 56 小牧 太 	サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 500－101：14．41� 7．7�
711 タイキマーシャ 牝3栗 54 酒井 学	大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 434± 01：14．82� 65．7�
33 ジョーハット 牡3青鹿56 福永 祐一上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 522＋ 41：15．22� 18．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，979，400円 複勝： 48，833，100円 枠連： 14，183，900円
馬連： 51，269，100円 馬単： 38，014，100円 ワイド： 27，122，300円
3連複： 72，349，400円 3連単： 132，822，100円 計： 410，573，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 600円 � 290円 枠 連（6－8） 1，310円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 700円 �� 430円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 19，300円

票 数

単勝票数 計 259794 的中 � 106063（1番人気）
複勝票数 計 488331 的中 � 196779（1番人気）� 13048（10番人気）� 33174（4番人気）
枠連票数 計 141839 的中 （6－8） 8005（6番人気）
馬連票数 計 512691 的中 �� 20216（6番人気）
馬単票数 計 380141 的中 �� 10248（8番人気）
ワイド票数 計 271223 的中 �� 9632（6番人気）�� 17001（2番人気）�� 1555（40番人気）
3連複票数 計 723494 的中 ��� 10244（15番人気）
3連単票数 計1328221 的中 ��� 5081（52番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．9―48．2―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ギ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．16 函館2着

2010．4．22生 牡3栗 母 カネスベネフィット 母母 ジャスーラー 8戦2勝 賞金 24，200，000円



04019 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13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 7，200，000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

810 レッドグランザ 牡4鹿 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 516＋ 81：53．5 1．5�
66 キ ク タ ロ ウ 牡4鹿 56 福永 祐一国田 正忠氏 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 444－ 41：54．03 5．6�
89 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 478－ 2 〃 ハナ 57．3�
77 マーベラスバロン 牡5鹿 57 太宰 啓介笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 510＋ 21：54．21� 4．9�
22 チキリリキオー 牡4黒鹿56 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 490＋ 21：54．51� 96．9�
55 ドリームチャージ 牡4鹿 56 浜中 俊青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 450＋ 6 〃 ハナ 32．4	
33 マイネルアクロス 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 21：54．82 66．2

78 マンハッタンコード 牡4鹿 56 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 488－ 21：54．9クビ 16．7�
44 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 514－ 61：55．53� 58．0�
11 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 454＋ 41：56．13� 40．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，741，700円 複勝： 88，912，400円 枠連： 10，907，500円
馬連： 42，890，800円 馬単： 44，542，200円 ワイド： 24，111，600円
3連複： 62，350，900円 3連単： 187，280，100円 計： 488，737，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 560円 枠 連（6－8） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 190円 �� 650円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 277417 的中 � 154052（1番人気）
複勝票数 計 889124 的中 � 606716（1番人気）� 75410（3番人気）� 12972（7番人気）
枠連票数 計 109075 的中 （6－8） 23372（2番人気）
馬連票数 計 428908 的中 �� 90586（2番人気）
馬単票数 計 445422 的中 �� 78943（2番人気）
ワイド票数 計 241116 的中 �� 42959（2番人気）�� 8057（5番人気）�� 4117（16番人気）
3連複票数 計 623509 的中 ��� 20994（7番人気）
3連単票数 計1872801 的中 ��� 33921（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．8―50．4―1：03．3―1：15．9―1：28．4―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドグランザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig デビュー 2011．9．4 札幌2着

2009．4．12生 牡4鹿 母 リュウオーレディ 母母 エ チ ケ ッ ト 7戦2勝 賞金 20，120，000円

04020 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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 マルカリョウマ 牡4芦 56 国分 恭介河長産業� 増本 豊 新ひだか 坂本 春雄 522＋ 21：25．7 5．4�
712 ジョーラプター 牡4鹿 56 松山 弘平上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 478± 01：25．8� 12．3�
47 エーシンクルゼ 牡4芦 56 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 512－ 41：26．33 3．2�
713 マイネルアルティマ 牡4芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 470－ 61：26．4� 13．2�
23 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± 01：26．5� 9．7�
35 � ブラックビスケット 牝4黒鹿54 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 416－ 2 〃 ハナ 130．4	
58 デンコウリョウ �5芦 57 秋山真一郎田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 496＋ 61：26．6� 32．9

34 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿55 北村 友一�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 446＋ 4 〃 ハナ 81．7�
59 アルティザン �4鹿 56 村田 一誠 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 476± 01：26．7� 65．7
11 マコトローゼンボー 牡5黒鹿57 福永 祐一尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 466＋ 41：26．91 5．5�
46 サワヤカユウタ 牡5栗 57 小林 徹弥中野 義一氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 B464－ 2 〃 クビ 57．1�
815� シンワウォッカ 牝4鹿 54 浜中 俊若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 458＋ 41：27．0� 7．5�
610� オーブライツ 牡4芦 56 幸 英明村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 484± 0 〃 クビ 52．9�
814 トーブプリンセス 牝4鹿 54 国分 優作武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 472± 01：27．21	 271．1�
22 ブランアマン 牡4黒鹿56 武 豊�三嶋牧場 高橋 義忠 浦河 上田 五十詞 488－ 81：28．79 12．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，690，400円 複勝： 43，957，900円 枠連： 18，582，100円
馬連： 69，986，700円 馬単： 41，726，400円 ワイド： 30，499，500円
3連複： 96，031，400円 3連単： 151，421，300円 計： 478，895，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 320円 � 140円 枠 連（6－7） 1，380円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 830円 �� 350円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 16，520円

票 数

単勝票数 計 266904 的中 � 39428（2番人気）
複勝票数 計 439579 的中 � 69569（2番人気）� 27222（7番人気）� 107091（1番人気）
枠連票数 計 185821 的中 （6－7） 10005（8番人気）
馬連票数 計 699867 的中 �� 20063（13番人気）
馬単票数 計 417264 的中 �� 7838（13番人気）
ワイド票数 計 304995 的中 �� 8592（10番人気）�� 23579（1番人気）�� 10060（8番人気）
3連複票数 計 960314 的中 ��� 29249（6番人気）
3連単票数 計1514213 的中 ��� 6767（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．9―48．4―1：00．8―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカリョウマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．2．11 京都1着

2009．4．21生 牡4芦 母 イサミマニッシュ 母母 セレクトレモン 5戦2勝 賞金 13，200，000円
※マコトローゼンボー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04021 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第9競走 ��2，000�
い な り

稲 荷 特 別
発走14時25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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

88 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 534＋ 22：01．5 1．7�
55 トウシンイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 470－ 42：02．03 4．3�
77 ウエスタンディオ 牡6鹿 57 四位 洋文西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 474－ 4 〃 クビ 47．6�
33 フェータルローズ 牝4栗 54 池添 謙一兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438－ 42：02．1クビ 6．8�
11 ゴーイングストーン 牡4栗 56 幸 英明林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480－ 62：02．31� 39．1�
66 シュピッツェ 牝4鹿 54 藤田 伸二吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 476＋112：02．51� 48．3	
44 � ケージーカチボシ 牡7鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B552－ 22：02．6� 106．4

22 バ ン ザ イ 牡4栗 56 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 62：03．02� 4．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，449，900円 複勝： 78，868，400円 枠連： 発売なし
馬連： 74，214，900円 馬単： 63，513，500円 ワイド： 30，253，700円
3連複： 80，261，600円 3連単： 313，947，000円 計： 680，509，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 610円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 170円 �� 720円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 394499 的中 � 185946（1番人気）
複勝票数 計 788684 的中 � 468590（1番人気）� 122769（2番人気）� 11106（7番人気）
馬連票数 計 742149 的中 �� 189611（1番人気）
馬単票数 計 635135 的中 �� 104660（1番人気）
ワイド票数 計 302537 的中 �� 62536（1番人気）�� 8649（8番人気）�� 4598（13番人気）
3連複票数 計 802616 的中 ��� 25699（7番人気）
3連単票数 計3139470 的中 ��� 42329（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．9―12．9―12．5―12．8―12．0―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．9―49．8―1：02．3―1：15．1―1：27．1―1：38．4―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

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 8戦3勝 賞金 38，592，000円

04022 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第10競走 ��2，400�
しょうらい

松籟ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，24．1．28以降25．1．21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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
2：22．6
2：22．1

良
良

66 メイショウカドマツ 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 536－ 22：25．6 3．5�
77 ラニカイツヨシ 牡4青鹿56 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 478± 02：25．7� 3．5�
44 ニューダイナスティ 牡4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋10 〃 クビ 5．9�
89 メイショウジンム 牡7鹿 55 藤田 伸二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋102：25．8クビ 88．2�
810 エーシングングン 牡4栗 54 福永 祐一�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 478－ 22：25．9� 4．9	
55 キャトルフィーユ 牝4鹿 53 秋山真一郎 �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 466＋ 42：26．21� 16．9

11 メルヴェイユドール 牝6黒鹿53 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 0 〃 アタマ 21．2�
33 マ ナ ク ー ラ 牡7黒鹿55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 484＋102：26．41� 21．0�
22 ロードラテアート 牡7黒鹿54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム 488＋ 22：26．61� 7．6
78 タガノキャプテン 牡6栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 82：26．7� 57．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，408，600円 複勝： 67，356，800円 枠連： 17，878，600円
馬連： 117，428，100円 馬単： 69，877，800円 ワイド： 43，832，200円
3連複： 145，422，600円 3連単： 313，934，200円 計： 817，138，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 190円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 280円 �� 400円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計 414086 的中 � 94227（1番人気）
複勝票数 計 673568 的中 � 142741（1番人気）� 133454（2番人気）� 80040（5番人気）
枠連票数 計 178786 的中 （6－7） 24834（1番人気）
馬連票数 計1174281 的中 �� 132253（1番人気）
馬単票数 計 698778 的中 �� 41346（1番人気）
ワイド票数 計 438322 的中 �� 42188（1番人気）�� 26963（4番人気）�� 20701（7番人気）
3連複票数 計1454226 的中 ��� 92545（2番人気）
3連単票数 計3139342 的中 ��� 44681（8番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―11．8―12．6―12．2―12．4―12．7―12．3―11．9―11．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．6―36．4―49．0―1：01．2―1：13．6―1：26．3―1：38．6―1：50．5―2：01．8―2：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
6，8（5，10）2，4（1，9）3，7
6，3（5，4）8，10（2，9）（1，7）

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

勝馬の
紹 介

メイショウカドマツ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー 2011．7．23 新潟12着

2009．4．25生 牡4栗 母 アルペンローズ 母母 Amizette 17戦4勝 賞金 83，521，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



04023 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第11競走 ��1，200�第18回シルクロードステークス（ＧⅢ）
発走15時35分 （芝・右）

4歳以上，24．1．28以降25．1．21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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

24 ドリームバレンチノ 牡6青 58 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 494＋101：08．6 5．4�
816 ダッシャーゴーゴー 牡6鹿 59 川田 将雅芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 542＋12 〃 ハナ 7．1�
48 メイショウデイム 牝6黒鹿53 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 472＋ 2 〃 クビ 22．5�
714� マジンプロスパー 牡6栗 58 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 522＋ 61：08．7クビ 11．6�
59 � レジェトウショウ 牝7栗 52 秋山真一郎トウショウ産業� 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 486＋ 21：08．8� 171．2�
713 エーシンホワイティ 牡6鹿 56 小牧 太�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 508－ 2 〃 ハナ 10．1	
36 スギノエンデバー 牡5鹿 57 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462＋ 6 〃 ハナ 12．0

510 アースソニック 牡4鹿 54 太宰 啓介前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 482＋ 2 〃 クビ 16．4�
47 ニシノビークイック 牡4栗 54 丹内 祐次西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 488＋ 41：08．9� 17．5�
12 キングレオポルド 牡6鹿 54 浜中 俊里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516－ 2 〃 ハナ 48．7
612 ケイアイアストン 牡8鹿 55 武 豊亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 490＋ 8 〃 アタマ 130．6�
611 シゲルスダチ 牡4芦 55 酒井 学森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 436＋ 2 〃 クビ 48．2�
11 ア フ ォ ー ド 牡5鹿 54 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 474＋121：09．11� 12．8�
35 サドンストーム 牡4栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B478± 01：09．2クビ 5．8�
23 アイラブリリ 牝4黒鹿53 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 436± 01：09．41� 5．2�
815 ル ナ キ ッ ズ 牡7栗 54 国分 優作畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 474＋ 41：10．14 237．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 114，399，900円 複勝： 170，148，800円 枠連： 126，155，900円
馬連： 573，599，100円 馬単： 265，145，200円 ワイド： 184，659，600円
3連複： 846，784，700円 3連単： 1，480，137，000円 計： 3，761，030，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 290円 � 500円 枠 連（2－8） 1，200円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，060円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 17，920円 3 連 単 ��� 68，270円

票 数

単勝票数 計1143999 的中 � 170045（2番人気）
複勝票数 計1701488 的中 � 241263（1番人気）� 156807（4番人気）� 78667（11番人気）
枠連票数 計1261559 的中 （2－8） 77736（4番人気）
馬連票数 計5735991 的中 �� 178418（5番人気）
馬単票数 計2651452 的中 �� 45090（8番人気）
ワイド票数 計1846596 的中 �� 67216（4番人気）�� 21663（37番人気）�� 13484（52番人気）
3連複票数 計8467847 的中 ��� 34889（79番人気）
3連単票数 計14801370 的中 ��� 16001（246番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．2―11．1―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．0―46．1―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．6
3 ・（3，12）14（4，8，16）（9，10）（1，2）（7，13）5（11，15）6 4 ・（3，12）14（4，8，16）9（1，2，10）（7，13）5（6，11）15

勝馬の
紹 介

ドリームバレンチノ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2009．10．17 京都3着

2007．2．22生 牡6青 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 26戦9勝 賞金 249，712，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ファインチョイス号

04024 1月27日 晴 良 （25京都2）第2日 第12競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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
1：47．8
1：47．8

重
重

45 コウユーヒーロー 牡6青 57 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 538＋ 21：53．1 27．8�
813 タイガーシード 牡4黒鹿56 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 494－ 21：53．31� 19．3�
57 コ ル ー ジ ャ �5鹿 57 村田 一誠野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B488－ 21：53．51� 27．3�
22 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 500＋ 2 〃 ハナ 26．3�
44 エーシンバリントン 牡5鹿 57 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 490＋ 21：53．71� 2．3�
69 ダノンジュピター 牡8栗 57 浜中 俊�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 488＋ 4 〃 クビ 7．7	
711 テルミーホワイ 牡6鹿 57 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498± 01：53．91� 16．2

710 ローマンエンブレム 牡4栗 56 松山 弘平�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B522－101：54．22 4．9�
11 アントウェルペン 牡5鹿 57 武 豊青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B496－ 21：54．94 5．0
33 � サンレイハスラー 牡7鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 506－ 61：55．0� 270．0�
56 � テンシノデジタル 牡6黒鹿57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 506－ 21：55．21� 272．7�
68 � エーシンユリシーズ 牡4栗 56 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 524＋ 21：55．3� 18．6�
812 トップミノル 牡6青鹿57 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490± 01：55．61� 144．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，063，900円 複勝： 63，153，300円 枠連： 35，354，400円
馬連： 138，964，900円 馬単： 83，628，100円 ワイド： 53，834，700円
3連複： 177，580，100円 3連単： 364，856，100円 計： 964，435，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 440円 � 520円 � 550円 枠 連（4－8） 1，240円

馬 連 �� 16，750円 馬 単 �� 29，580円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 4，780円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 80，210円 3 連 単 ��� 627，660円

票 数

単勝票数 計 470639 的中 � 13370（10番人気）
複勝票数 計 631533 的中 � 39268（5番人気）� 31905（7番人気）� 29747（8番人気）
枠連票数 計 353544 的中 （4－8） 21109（6番人気）
馬連票数 計1389649 的中 �� 6123（42番人気）
馬単票数 計 836281 的中 �� 2087（77番人気）
ワイド票数 計 538347 的中 �� 3289（41番人気）�� 2767（44番人気）�� 3701（38番人気）
3連複票数 計1775801 的中 ��� 1634（131番人気）
3連単票数 計3648561 的中 ��� 429（810番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．9―13．1―13．3―12．8―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．4―49．5―1：02．8―1：15．6―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウユーヒーロー �
�
父 カコイーシーズ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2009．7．18 小倉11着

2007．5．22生 牡6青 母 リアルハイブローウ 母母 コスモドリーム 33戦3勝 賞金 48，618，000円
［他本会外：3戦1勝］

４レース目



（25京都2）第2日 1月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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

245，760，000円
4，160，000円
5，920，000円
1，520，000円
22，380，000円
58，689，000円
4，976，800円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
439，169，500円
789，022，500円
281，322，900円
1，271，168，300円
764，113，000円
500，002，000円
1，774，230，700円
3，474，512，600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 9，293，541，500円

総入場人員 18，857名 （有料入場人員 17，138名）
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