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01049 1月13日 晴 良 （26京都1）第5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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

23 マミーテイラー 牝3鹿 54
51 ▲森 一馬 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B488－ 21：57．0 12．5�

59 エリーザベスト 牝3黒鹿54 C．ルメール 佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：57．21 1．8�
（仏）

714 トーセンクラウド 牝3栗 54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋ 41：57．51� 8．1�

47 グッドタイムロール 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 81：57．92� 4．3	

611 ツキミチャン 牝3青鹿54 川島 信二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 41：58．22 15．2

713 クイーンズシアター 牝3鹿 54 浜中 俊 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 450－101：58．41� 13．2�
24 メイショウバローダ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 482＋ 81：58．61 273．8�
815 アルプサロン 牝3栗 54 太宰 啓介鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 462－10 〃 クビ 83．7
612 テイエムゴージャス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 492＋ 61：58．92 366．3�
510 サンレイフレンチ 牝3栗 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 416± 0 〃 クビ 35．4�
11 セトノヴィラーゴ 牝3栗 54 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 492－ 41：59．0� 155．8�
48 メイズバースデー 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二吉川 潤氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 460＋ 61：59．31� 95．0�
816 エレメンタリー 牝3黒鹿54 高倉 稜有限会社シルク中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490＋141：59．4� 32．4�
36 レインボーダンス 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼幅田 京子氏 加用 正 浦河 信岡牧場 430－ 61：59．61 264．1�
35 ブロンクスシルバー 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 478－ 61：59．92 172．8�
12 ディアレクラン 牝3鹿 54 藤田 伸二ディアレスト 山内 研二 新ひだか 八田ファーム 442－162：03．7大差 55．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，090，400円 複勝： 66，295，900円 枠連： 14，068，200円
馬連： 48，485，200円 馬単： 37，371，200円 ワイド： 29，890，800円
3連複： 80，391，500円 3連単： 131，524，900円 計： 439，118，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 220円 � 110円 � 190円 枠 連（2－5） 850円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 990円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 15，460円

票 数

単勝票数 計 310904 的中 � 19661（4番人気）
複勝票数 計 662959 的中 � 46235（4番人気）� 336707（1番人気）� 59584（3番人気）
枠連票数 計 140682 的中 （2－5） 12254（4番人気）
馬連票数 計 484852 的中 �� 41962（3番人気）
馬単票数 計 373712 的中 �� 12080（8番人気）
ワイド票数 計 298908 的中 �� 22430（3番人気）�� 6520（13番人気）�� 27535（2番人気）
3連複票数 計 803915 的中 ��� 36283（5番人気）
3連単票数 計1315249 的中 ��� 6282（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．9―51．6―1：05．2―1：18．4―1：31．2―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マミーテイラー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2013．7．7 中京10着

2011．4．27生 牝3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアレクラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月13日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アカイツバサ号
※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。

01050 1月13日 晴 良 （26京都1）第5日 第2競走 1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

68 スペシャルギフト 牡3栗 56 C．ルメール 有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496 ―1：56．3 2．8�
（仏）

33 ゴールドスーク 牡3栗 56 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 516 ―1：56．51� 2．5�
22 マコトグロズヌイ 牡3芦 56 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 526 ―1：56．6クビ 7．9�
811 マトリョーシカ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502 ―1：57．23� 10．3�
55 ト ヨ シ ゲ 牡3鹿 56 秋山真一郎北所 直人氏 野村 彰彦 新ひだか 飛野牧場 470 ―1：57．62� 64．0	
812 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 462 ―1：58．13 41．4

79 ワイレアロマンス 牝3鹿 54 畑端 省吾横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 クビ 106．9�
710 グッドバディー 牡3栗 56 福永 祐一�まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 460 ―1：58．52� 46．0�
67 スイープアロー 牡3栗 56 幸 英明矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 494 ―1：58．6クビ 11．5
44 シ ゲ ル ノ ト 牝3鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 424 ―1：59．45 141．6�
56 コスモローレル 牡3栗 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 赤石 久夫 516 ―2：00．14 59．9�
11 タマモムーンライト 牝3栗 54 国分 恭介タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 478 ―2：02．7大差 13．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，635，100円 複勝： 30，849，300円 枠連： 11，220，200円
馬連： 38，778，400円 馬単： 30，209，700円 ワイド： 20，588，700円
3連複： 54，647，200円 3連単： 104，536，200円 計： 315，464，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（3－6） 250円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 400円 �� 300円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 246351 的中 � 71753（2番人気）
複勝票数 計 308493 的中 � 81034（1番人気）� 80484（2番人気）� 33897（3番人気）
枠連票数 計 112202 的中 （3－6） 33237（1番人気）
馬連票数 計 387784 的中 �� 93446（1番人気）
馬単票数 計 302097 的中 �� 31957（2番人気）
ワイド票数 計 205887 的中 �� 36764（1番人気）�� 10843（5番人気）�� 15863（2番人気）
3連複票数 計 546472 的中 ��� 54528（1番人気）
3連単票数 計1045362 的中 ��� 27431（3番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．6―13．3―12．9―12．8―13．1―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―38．4―51．7―1：04．6―1：17．4―1：30．5―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スペシャルギフト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Souvenir Copy 初出走

2011．4．9生 牡3栗 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモムーンライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年2月13日まで平地

競走に出走できない。
※コスモローレル号・マトリョーシカ号は，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５日


