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２８００１１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

１１ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４６０± ０１：５５．０ １１．９�

６８ ヴァルティカル 牡２鹿 ５５ 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 ４４０－ ２ 〃 ハナ ３．３�

５６ キンショータイム 牡２栗 ５５ 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２２．４�
５７ アルボナンザ 牝２栗 ５４ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 ４５２－ ６１：５５．６３� ３．１�
４４ イスカンダル 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７４＋ ２１：５６．０２� ７．７�
７１０ ディレットリーチェ 牝２栗 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ６１：５６．４２� ３．４�
６９ ペプチドアメジスト 牝２栗 ５４ 幸 英明沼川 一彦氏 新川 恵 新ひだか 沖田 博志 ４６２－ ２１：５６．６１� ５６．７	
８１２ スリースペシャル 牡２鹿 ５５ 松田 大作永井商事
 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 ４６６＋ ８１：５６．９２ ８９．７�
７１１ ホッコージョイフル 牡２鹿 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ８１：５８．２８ ５５．５�
４５ テイエムオオワシ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 ４８４＋ ６１：５８．７３ ８４．３
３３ ミヤビハカン 牡２青鹿５５ 小牧 太村上 義勝氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ９０．９�
２２ カシノビッグベン 牡２栗 ５５ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４９０－ ４１：５９．３３� １２０．２�
８１３ エーシンリューモン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一
栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４６４－ ４２：０１．３大差 １２７．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，１２７，２００円 複勝： ２９，５３８，２００円 枠連： ９，１０１，６００円

馬連： ３６，８８１，０００円 馬単： ２９，７８４，０００円 ワイド： ２０，５２３，９００円

３連複： ５９，９６１，８００円 ３連単： １０１，８７３，９００円 計： ３０２，７９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３８０円 � １５０円 � ５５０円 枠 連（１－６） ２，０５０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ２，４８０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １０，４７０円 ３ 連 単 ��� ５５，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５１２７２ 的中 � １００３８（５番人気）
複勝票数 計 ２９５３８２ 的中 � １７４１９（５番人気）� ７５５１１（１番人気）� １１１３３（６番人気）
枠連票数 計 ９１０１６ 的中 （１－６） ３２８４（８番人気）
馬連票数 計 ３６８８１０ 的中 �� １４４８５（８番人気）
馬単票数 計 ２９７８４０ 的中 �� ４４４７（１７番人気）
ワイド票数 計 ２０５２３９ 的中 �� ７９３０（８番人気）�� １９５５（２１番人気）�� ４４２７（１２番人気）
３連複票数 計 ５９９６１８ 的中 ��� ４２３０（２８番人気）
３連単票数 計１０１８７３９ 的中 ��� １３６５（１４１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．１―１３．０―１３．０―１２．７―１２．９―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．２―５０．２―１：０３．２―１：１５．９―１：２８．８―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．１
１
３
１，６（１０，１３）（２，１１）（４，７）５（８，９）１２－３
１，６（１０，７）（４，９）１１（２，８）－（１２，３）１３－５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルラシンバンザ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１２．６．３ 阪神１１着

２０１０．２．１８生 牡２鹿 母 ハナチルサト 母母 ジュウニヒトエ ７戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンリューモン号は，平成２４年１１月６日まで平地競走に出走できない。

２８００２１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （芝・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

１：０８．０
１：０７．８

良

良

８１８ アカノジュウロク 牝２鹿 ５４ 福永 祐一根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４４０＋ ８１：０９．８ １０．１�

４８ カシノガーネット 牝２黒鹿５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 ４２６－ ６ 〃 アタマ ４６８．５�
４７ ドングラッチェ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ４４４± ０１：０９．９� ３０．８�
１２ アジャストメント 牡２鹿 ５５ 和田 竜二山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 ４７０＋１２ 〃 アタマ ２．９�
８１７ タカノヒーロー 牡２鹿 ５５ 国分 優作山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 ４６０＋ ６１：１０．０クビ １０．２�
７１３ フェブアクティヴ �２栗 ５５ 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 ４８２± ０１：１０．１� １５９．３�
７１４ サーシスリーフ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ４．９	
１１ コアレスドラゴン 牡２鹿 ５５ 松山 弘平小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４８８＋ ２１：１０．２クビ ６．１

８１６ イニシャルダブル 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１８－ ２ 〃 同着 １５．０�
５９ ポーラーシェーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二山下 恭茂氏 加用 正 浦河 山下 恭茂 ４４２＋ ２ 〃 アタマ ６０．５
６１１ サニーデイグッド 牝２青 ５４ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 ４２８－ ４１：１０．３クビ １７．５�
２３ � ペルセクション 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm ４６２－ ２ 〃 ハナ １４．７�
６１２ メイショウダル 牡２栗 ５５ 酒井 学松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 本巣 敦 ４２４＋ ４１：１０．５１	 ３２．５�
３６ ランドボイジャー 牡２栗 ５５

５２ ▲中井 裕二木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 ４４４± ０１：１０．６	 ８３．１�
２４ アウェーキンザール 牡２芦 ５５ 池添 謙一岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 笹地牧場 ４４０＋ ４ 〃 クビ １４３．２�
３５ ヤマニンデュック 牡２鹿 ５５ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ８１：１１．０２	 ２１２．６�
５１０� シゲルサジタリアス 牡２黒鹿５５ 国分 恭介森中 蕃氏 西園 正都 米

G. Watts Humphrey Jr. & Lou-
ise Ireland Humphrey Revoca-
ble Trust －２

４８０－ ６１：１１．１	 ２４．０�
７１５ シゲルカミノケザ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦森中 蕃氏 加藤 敬二 新冠 長浜 秀昭 ４４４＋ ２１：１１．３１
 ３６４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，５８７，２００円 複勝： ３０，１６７，８００円 枠連： １６，９７１，４００円

馬連： ３８，３８８，５００円 馬単： ２５，５００，８００円 ワイド： ２２，０６９，５００円

３連複： ６４，８８３，４００円 ３連単： ８８，２６７，８００円 計： ３０２，８３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２７０円 � ５，８５０円 � ６９０円 枠 連（４－８） ４，３００円

馬 連 �� ６０，１６０円 馬 単 �� １６３，６５０円

ワ イ ド �� ４２，５００円 �� ３，８４０円 �� ４４，６１０円

３ 連 複 ��� １，２６０，１１０円 ３ 連 単 ��� ８，１４２，７１０円

票 数

単勝票数 計 １６５８７２ 的中 � １２９５１（４番人気）
複勝票数 計 ３０１６７８ 的中 � ３４８０２（３番人気）� １１７３（１６番人気）� １１０８３（１０番人気）
枠連票数 計 １６９７１４ 的中 （４－８） ２９１４（１４番人気）
馬連票数 計 ３８３８８５ 的中 �� ４７１（８５番人気）
馬単票数 計 ２５５００８ 的中 �� １１５（１８６番人気）
ワイド票数 計 ２２０６９５ 的中 �� １２７（１２１番人気）�� １４３４（４４番人気）�� １２１（１２７番人気）
３連複票数 計 ６４８８３４ 的中 ��� ３８（６２８番人気）
３連単票数 計 ８８２６７８ 的中 ��� ８（３５４３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．８―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．９
３ １（１０，１２）１７（３，１４）１８（２，９）１１（４，１６）１３，７－（６，８）－（５，１５） ４ １（１０，１２）１７（３，１４）（２，１８）（４，９，１１，１６）（７，１３）８，６－５，１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アカノジュウロク �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．７．２９ 小倉３着

２０１０．２．１０生 牝２鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス ４戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔制裁〕 カシノガーネット号の騎手小坂忠士は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１６番・７番への進路影響）

サニーデイグッド号の騎手小林徹弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
※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 テイエムヒーロー号

第４回 京都競馬 第１日



２８００３１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （芝・右）

牝，新馬；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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

５１０ ノボリディアーナ 牝２栗 ５４ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：２２．１ １１．６�

３６ プランタンビジュー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：２２．３１� １．９�
１２ リラコサージュ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４０２ ―１：２２．５１� ４．６�
４７ アイノタマテバコ 牝２黒鹿５４ 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：２２．６� ７１．７�
８１５ ドリーボヌール 牝２鹿 ５４ 浜中 俊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４５６ ― 〃 クビ ７．２�
７１４ グッバイタキオン 牝２黒鹿５４ 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４６６ ―１：２３．０２� １８．１	
６１１ プリンセスハルカ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 片山牧場 ４４０ ― 〃 クビ ５３．９

１１ ナ ガ ラ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４６０ ―１：２３．１クビ ２３２．７�
７１３ シゲルハクチョウザ 牝２栗 ５４ 高倉 稜森中 蕃氏 田中 章博 浦河 中村 雅明 ４４０ ― 〃 ハナ ２４７．２�
３５ アグネスチャンス 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 ４６８ ― 〃 クビ １５．０
２３ ラッキーマンボ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４８８ ―１：２３．３１� ４４．３�
２４ スノービクトリア 牝２鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂 �ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 ４３８ ―１：２３．４� １９０．７�
６１２ チェリーミルズ 牝２鹿 ５４ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０ ―１：２３．９３ １２０．９�
８１６ メイショウキワミ 牝２栗 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 ４３０ ―１：２４．０� １２．３�
５９ トウケイプラチナ 牝２鹿 ５４ 国分 優作木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８ ―１：２４．６３� ３４１．２�
４８ ナムラチャチャ 牝２栗 ５４ 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 ４５０ ―１：２４．８１� １４０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５５２，８００円 複勝： ３４，８１１，７００円 枠連： １４，２４７，６００円

馬連： ３８，１７８，１００円 馬単： ３０，５９８，８００円 ワイド： ２０，４８４，４００円

３連複： ５２，３１３，３００円 ３連単： ８６，１５３，１００円 計： ２９９，３３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－５） ７７０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ８２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� １０，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２２５５２８ 的中 � １５４１８（４番人気）
複勝票数 計 ３４８１１７ 的中 � ３０４９９（４番人気）� １１６３１２（１番人気）� ５３０５３（２番人気）
枠連票数 計 １４２４７６ 的中 （３－５） １３６６９（３番人気）
馬連票数 計 ３８１７８１ 的中 �� ３１５３２（３番人気）
馬単票数 計 ３０５９８８ 的中 �� ９０４７（８番人気）
ワイド票数 計 ２０４８４４ 的中 �� １２８１５（３番人気）�� ５３９０（９番人気）�� ２３８９２（１番人気）
３連複票数 計 ５２３１３３ 的中 ��� ２６００２（２番人気）
３連単票数 計 ８６１５３１ 的中 ��� ６２０８（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１１．８―１１．９―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．１―５９．０―１：１０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．０
３ ・（７，１２）（１４，１５）（２，４，６）１６（１，１０）５（１１，８）－（３，１３）９ ４ ・（７，１２）（１４，１５）（２，６）（４，１６）（１，１０）－（５，１１）－（３，１３，８）－９

勝馬の
紹 介

ノボリディアーナ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．３．２２生 牝２栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２８００４１０月６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４京都４）第１日 第４競走 ��３，１７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２８．４良・良

３４ アスカノバッハ �４黒鹿６０ 植野 貴也豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７０＋１６３：３４．３ ６．３�

３３ ゴールデンガッツ 牡７栗 ６０ 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５０２± ０３：３４．５１� １４．９�
２２ ディアブラスト 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４９８＋ ２３：３５．２４ ２．９�
１１ サンレイランキング 牡５鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４６０＋ ２３：３５．９４ １０８．３�
８１３ テイエムカミカゼ 牡４栗 ６０ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５４０＋ ４ 〃 クビ ３．２�
５７ セ イ エ イ 牡４栗 ６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５１４－ ２３：３６．０� ８７．７�
４５ モルフェサイレンス 牡７栗 ６１

５８ ▲高嶋 活士並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４９８－ ４ 〃 クビ ５３．４	
７１２ マーブルジーン 牡８黒鹿６１ 今村 康成下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９８＋ ４３：３６．１クビ ８１．３

７１１ クリスマドンナ 牝５黒鹿５８ 石神 深一�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 ４９０－ ６３：３６．２� １４８．１�
８１４ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 西谷 誠櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４８８－ ６３：３６．３� ８８．１
６９ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 小坂 忠士田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４６８＋ ６３：３６．５１� ３２．５�
５８ マ サ シ 牡４青 ６０ 北沢 伸也岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４８６＋ ６ 〃 クビ ８．１�
６１０ マイネルファルケ 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１６－ ６３：３９．２大差 ７．６�
４６ 	 クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４６６－１０ （競走中止） ４９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３２２，１００円 複勝： ２１，４６０，０００円 枠連： １１，８２０，７００円

馬連： ３０，９８１，２００円 馬単： ２３，４２４，５００円 ワイド： １７，５３４，２００円

３連複： ５０，９６２，１００円 ３連単： ８０，６４３，０００円 計： ２５３，１４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２２０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（３－３） ３，９３０円

馬 連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド �� １，１００円 �� ４２０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� １６，１６０円

票 数

単勝票数 計 １６３２２１ 的中 � ２０５４４（３番人気）
複勝票数 計 ２１４６００ 的中 � ２５０６７（３番人気）� １４５６５（６番人気）� ４９５４１（１番人気）
枠連票数 計 １１８２０７ 的中 （３－３） ２２２２（１２番人気）
馬連票数 計 ３０９８１２ 的中 �� ７３７５（１３番人気）
馬単票数 計 ２３４２４５ 的中 �� ２８３６（２４番人気）
ワイド票数 計 １７５３４２ 的中 �� ３７４６（１３番人気）�� １１１２５（２番人気）�� ５５６５（８番人気）
３連複票数 計 ５０９６２１ 的中 ��� １３９２１（８番人気）
３連単票数 計 ８０６４３０ 的中 ��� ３６８４（４８番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５３．０－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカノバッハ �
�
父 タガノマイバッハ �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１３着

２００８．４．２生 �４黒鹿 母 アスカノヒミコ 母母 ティリオブストラッフォード 障害：１０戦２勝 賞金 ２６，６３０，０００円
〔競走中止〕 クリノテンペスタ号は，１周目１号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） １頭 トウシンボルト号
（非抽選馬） ４頭 サトノケンオー号・スズマーシャル号・ハクサン号・マックスチャンプ号



２８００５１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４７ メイショウツレヅレ 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 ４３４－ ２１：１１．４ ６．３�

６１１� アイスメアー 牝４栗 ５５
５２ ▲中井 裕二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤平 和実 ４６２＋ ６１：１１．５� ４．５�

３５ クィーンオブライフ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ５２２± ０１：１２．１３� ３．２�
３６ マウントフジ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４２＋ ６ 〃 クビ ２７．７�
２３ ナムラドリーミー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４９４＋１８１：１２．２� ５．５�
７１３ キセキノハナ 牝３芦 ５３ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４５０＋ ６１：１２．３� １１０．４�
２４ サルココッカ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４２０＋１４ 〃 クビ ５３．７	
５９ � ジュピタードリーム 牝４鹿 ５５ 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４８０＋１０１：１２．４� １７８．６

６１２ メイショウオハツ 牝３黒鹿５３ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ５００＋１８１：１２．７２ ３３．２�
１２ アポロパレス 牝３鹿 ５３ 川田 将雅小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４４２＋ ４１：１２．８クビ ３７．０�
７１４ ラベンダーカラー 牝４黒鹿５５ 浜中 俊青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４２＋１４ 〃 ハナ １５．３
４８ � ヤ マ ノ ラ ヴ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介山住れい子氏 飯田 雄三 日高 竹島 幸治 ４８０－ ４１：１２．９� ９．６�
１１ ハ ピ シ ン 牝４黒鹿５５ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４５６＋ ２１：１３．１１� ４８．０�
８１５� フィールザライト 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４４２＋ ８１：１３．４１� １２５．５�
５１０ ビューティバラード 牝４栗 ５５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４５０＋２２１：１３．７１� １１０．９�
８１６ ハルシュタット 牝３鹿 ５３ 池添 謙一 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４８４－１２１：１３．９１� ２１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６８２，７００円 複勝： ３６，４７３，７００円 枠連： １４，０８８，８００円

馬連： ４６，５７７，９００円 馬単： ３２，１１４，７００円 ワイド： ２６，６９４，２００円

３連複： ７０，８６３，０００円 ３連単： １１２，６８２，９００円 計： ３６１，１７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � １４０円 枠 連（４－６） １，０１０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ４３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� １０，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２１６８２７ 的中 � ２７４３２（４番人気）
複勝票数 計 ３６４７３７ 的中 � ４２３２６（３番人気）� ６５５００（２番人気）� ７７１９７（１番人気）
枠連票数 計 １４０８８８ 的中 （４－６） １０３７３（４番人気）
馬連票数 計 ４６５７７９ 的中 �� ２８７９６（４番人気）
馬単票数 計 ３２１１４７ 的中 �� ８７６２（９番人気）
ワイド票数 計 ２６６９４２ 的中 �� １２８４１（４番人気）�� １５０７４（３番人気）�� ２２４０８（１番人気）
３連複票数 計 ７０８６３０ 的中 ��� ３００３７（２番人気）
３連単票数 計１１２６８２９ 的中 ��� ８２８７（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．８―１１．８―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．５―４７．３―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツレヅレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１２．９．１６ 阪神１着

２００９．３．３１生 牝３黒鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー ２戦２勝 賞金 １１，２００，０００円
〔制裁〕 ナムラドリーミー号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１６番・１４番への進路影響）
※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 ビコースピカ号

２８００６１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４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

８１４ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５５ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５４８＋ ２１：５３．７ ６．０�

８１５ シルクラングレー 牡３栗 ５５ 竹之下智昭有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム ４９６＋２０ 〃 ハナ １３．０�
６１０ エリモフラッシュ 牡３栗 ５５ 福永 祐一山本 慎一氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４５０＋ ４ 〃 クビ １４．４�
２２ ベストリガーズ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ５４４＋１２１：５３．８クビ ２．３�
３４ ファシネートダイア 牝３鹿 ５３ 松田 大作 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：５３．９� ８１．９�
４６ エーシングッデイ 牡３黒鹿５５ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 川端 英幸 ４７２＋ ６１：５４．１１ ３．８	
２３ シルクコスモス �５栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４５４＋ ２１：５４．３１� ３１．９

４７ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ８１：５４．５１� ４３．３�
１１ アドマイヤクリス 牡３鹿 ５５ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０１：５４．６� ７．６�
６１１ リバーロイヤル 牡４栗 ５７ 小坂 忠士河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４７０＋１２１：５４．８１� １９４．４
５９ アルユニバース 牡３黒鹿５５ 高倉 稜�エーティー 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４６０－１２１：５５．３３ ３９．２�
３５ ハクユウシャンティ 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二 �H.Iコーポレーション 武 宏平 新ひだか 田原橋本牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ １２８．３�
５８ アルアラビアン 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋ ２１：５５．８３ １０６．１�
７１３ シルバーチーフ 牡４芦 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 B４８４＋ ６１：５５．９� ３３８．３�
７１２ ビコースピカ 牝３鹿 ５３ 小林慎一郎�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 ３９２－ ４１：５７．４９ ６０３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，０４８，９００円 複勝： ３２，３２１，４００円 枠連： １３，０９９，４００円

馬連： ４０，４３１，１００円 馬単： ２９，２３５，０００円 ワイド： ２１，１８６，７００円

３連複： ６０，３３５，４００円 ３連単： ９８，４８０，８００円 計： ３１５，１３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � ３８０円 � ３２０円 枠 連（８－８） ２，４５０円

馬 連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ９４０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ８，５００円 ３ 連 単 ��� ４４，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２００４８９ 的中 � ２６６８５（３番人気）
複勝票数 計 ３２３２１４ 的中 � ５５８９０（３番人気）� ２０２０６（６番人気）� ２４８２８（５番人気）
枠連票数 計 １３０９９４ 的中 （８－８） ３９６２（１０番人気）
馬連票数 計 ４０４３１１ 的中 �� １１５１０（１１番人気）
馬単票数 計 ２９２３５０ 的中 �� ４４５８（２０番人気）
ワイド票数 計 ２１１８６７ 的中 �� ５９４９（１０番人気）�� ５６７８（１１番人気）�� ２５１９（２６番人気）
３連複票数 計 ６０３３５４ 的中 ��� ５２４２（２９番人気）
３連単票数 計 ９８４８０８ 的中 ��� １６１７（１４１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．１―１３．０―１２．９―１２．７―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．７―５０．７―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイワイツヨシ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１１．２６ 京都８着

２００９．１．２４生 牡３黒鹿 母 ブレスマイスターズ 母母 メイクアウイッシュ １５戦２勝 賞金 ２０，３７０，０００円
※ビコースピカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８００７１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４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

１：５６．８
１：５６．１

良

良

４４ フェータルローズ 牝３栗 ５３ 池添 謙一兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：５９．１ ２．５�

８１３ サクセスフェイト 牡３黒鹿５５ 福永 祐一�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４４２＋ ２１：５９．２� ６．８�

３３ スイートテン 牝５栗 ５５ 和田 竜二青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５２８＋ ４１：５９．３クビ １２．１�
６８ ラブラドライト �３鹿 ５５ 川田 将雅吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６１：５９．６２ ３．２�
５６ スズカチャンプ 牡３鹿 ５５ 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８８＋１４１：５９．７	 ３５．５�
７１１ ヒットメーカー 牡５青鹿５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４５４＋ ２１：５９．８	 ７．０�
２２ 
 メイショウシレトコ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ５８．４�
５７ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５５ 川須 栄彦 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０＋ ４ 〃 クビ １７．５	
１１ ア ル ズ 牡３鹿 ５５ 武 幸四郎杉澤 光雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４７０－ ４２：００．４３	 １１３．１

７１０
 ウインマクレガー 牡４黒鹿５７ 松田 大作�ウイン 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ２２：００．５� １２３．５�
６９ ルールスティンガー 牡３青鹿５５ 松山 弘平儀賀 昭三氏 北出 成人 新冠 競優牧場 ４６６＋１０２：０１．６７ ３２２．１
４５ クレセントシチー 牡４栗 ５７

５４ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４５８＋ ６ 〃 ハナ ４９．０�

８１２ トップシャイン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 B４８２± ０２：０２．３４ ５０．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，５５８，２００円 複勝： ４３，８９４，２００円 枠連： １４，０６４，１００円

馬連： ５３，７７３，４００円 馬単： ３８，５７６，２００円 ワイド： ２７，５２５，０００円

３連複： ７５，９７１，７００円 ３連単： １３８，９５０，１００円 計： ４１５，３１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２５０円 � ２８０円 枠 連（４－８） ６７０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ４７０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １０，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２２５５８２ 的中 � ７２８３９（１番人気）
複勝票数 計 ４３８９４２ 的中 � １４３６６０（１番人気）� ３６７５４（４番人気）� ３１１７５（６番人気）
枠連票数 計 １４０６４１ 的中 （４－８） １５５４４（３番人気）
馬連票数 計 ５３７７３４ 的中 �� ４０２００（３番人気）
馬単票数 計 ３８５７６２ 的中 �� １６８５８（４番人気）
ワイド票数 計 ２７５２５０ 的中 �� １６６４０（３番人気）�� １５０６０（５番人気）�� ４８８８（１２番人気）
３連複票数 計 ７５９７１７ 的中 ��� １９８９３（８番人気）
３連単票数 計１３８９５０１ 的中 ��� １００４８（２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．８―１２．０―１１．７―１１．９―１１．６―１２．０―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．７―３５．５―４７．５―５９．２―１：１１．１―１：２２．７―１：３４．７―１：４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．４
１
３
１２，３－６，４，１３（７，１０）（５，８）（１，１１）－（２，９）・（１２，３）＝６，４，１３（７，１０）８，１，１１，２，５，９

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

勝馬の
紹 介

フェータルローズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．４．１４ 阪神２着

２００９．２．２７生 牝３栗 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ １０戦２勝 賞金 ２８，５００，０００円

２８００８１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第８競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

１１ アーサーバローズ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４７８＋１８２：００．２ ４．６�

５５ タツグレート 牡３栗 ５５ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４８－ ２ 〃 ハナ ９５．５�

７８ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０６＋ ８ 〃 クビ ４．７�
３３ タイセイモンスター 牡３栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５２４－ ６２：００．８３� ３４．６�
７９ プ レ レ フ ア 牡３鹿 ５５ 小牧 太 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４２：００．９� ７．３�
４４ シゲルダイセン 牡６鹿 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７６－ ２２：０１．１１ ３．７�
６６ シャイニーダンディ 牡４青鹿５７ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６４± ０２：０１．５２� １２．９	
８１０ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１２－ ２２：０１．６� ６．８

６７ メイショウクロオビ 牡４青鹿５７ 和田 竜二松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５０２＋３４２：０１．７クビ １６．２�
２２ ジョナパランセ 牡３栗 ５５ 川田 将雅青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド ５２２＋２２２：０２．２３ ２８．８�
８１１ ドリームボルケーノ 牡４青鹿５７ 熊沢 重文セゾンレースホース 木原 一良 新冠 対馬 正 ５０８－ ８２：０３．２６ １５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，５５９，６００円 複勝： ３４，９８３，８００円 枠連： １３，５７６，９００円

馬連： ５２，６１０，２００円 馬単： ３５，８４３，１００円 ワイド： ２５，０５４，９００円

３連複： ７６，８８５，９００円 ３連単： １３２，１０５，５００円 計： ３９０，６１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２２０円 � １，３７０円 � １９０円 枠 連（１－５） １５，９９０円

馬 連 �� ２１，２２０円 馬 単 �� ２７，１４０円

ワ イ ド �� ４，１９０円 �� ４９０円 �� ４，２１０円

３ 連 複 ��� ２６，５２０円 ３ 連 単 ��� １７９，８８０円

票 数

単勝票数 計 １９５５９６ 的中 � ３３５６６（２番人気）
複勝票数 計 ３４９８３８ 的中 � ４７３０１（３番人気）� ５０４３（１１番人気）� ５６５１４（２番人気）
枠連票数 計 １３５７６９ 的中 （１－５） ６２７（２７番人気）
馬連票数 計 ５２６１０２ 的中 �� １８３０（４４番人気）
馬単票数 計 ３５８４３１ 的中 �� ９７５（７５番人気）
ワイド票数 計 ２５０５４９ 的中 �� １３９９（４２番人気）�� １４１２５（５番人気）�� １３９０（４３番人気）
３連複票数 計 ７６８８５９ 的中 ��� ２１４０（８１番人気）
３連単票数 計１３２１０５５ 的中 ��� ５４２（５０８番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．３―１１．９―１３．４―１３．０―１２．８―１３．０―１２．７―１２．０―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．２―１８．５―３０．４―４３．８―５６．８―１：０９．６―１：２２．６―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４F５０．６―３F３７．６
１
３
５，７－２，３，１０，１（８，１１）４，６－９
５，７－（２，３）（１，１０）（８，１１）（４，６）－９

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

勝馬の
紹 介

アーサーバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２０１１．１１．１３ 東京１０着

２００９．３．８生 牡３栗 母 ロイヤルクロス 母母 スタームーン ８戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔発走状況〕 メイショウクロオビ号は，枠入り不良。



２８００９１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

き よ た き

清 滝 特 別
発走１４時２５分（番組第１０競走を順序変更） （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４４ サクラアルディート 牡４鹿 ５７ 幸 英明�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４８８＋１４１：４５．５ ９．０�

６６ カレンミロティック �４栗 ５７ 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：４５．７１� １．６�
３３ ドリームトレイン 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４８８＋１４１：４５．９１	 ２３．４�
７７ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５８－１４１：４６．２１
 １６．５�
１１ ダ ノ ン ミ ル �４栗 ５７ 浜中 俊�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：４６．４１� ３．８�
８８ メ ロ ー ト 牡４黒鹿５７ 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４６６－ ４１：４６．６１� ２１．１�
２２ サイドアタック 牡４栗 ５７ 川田 将雅杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ３４．９	
５５ メイショウイチバン 牡８鹿 ５７ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ５２０＋２４ 〃 同着 １５９．９

８９ イ デ ア 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８４＋ ４１：４６．９２ １３．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３５，５０５，７００円 複勝： ８４，５７５，１００円 枠連： １６，２２０，１００円

馬連： ７８，３３７，９００円 馬単： ６６，３５３，９００円 ワイド： ３４，５９６，７００円

３連複： １０１，５３７，６００円 ３連単： ２７０，６６４，１００円 計： ６８７，７９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � ４００円 枠 連（４－６） ６７０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，５７０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� １６，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３５５０５７ 的中 � ３１１１０（３番人気）
複勝票数 計 ８４５７５１ 的中 � ５５８２７（３番人気）� ５００１９０（１番人気）� ２５０２０（７番人気）
枠連票数 計 １６２２０１ 的中 （４－６） １７９５０（３番人気）
馬連票数 計 ７８３３７９ 的中 �� ９２５１４（２番人気）
馬単票数 計 ６６３５３９ 的中 �� ２７４２１（５番人気）
ワイド票数 計 ３４５９６７ 的中 �� ３３９０２（２番人気）�� ４８４３（１９番人気）�� １４００７（８番人気）
３連複票数 計１０１５３７６ 的中 ��� ２７６６３（１０番人気）
３連単票数 計２７０６６４１ 的中 ��� １１７９２（５４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．５―１２．１―１１．９―１１．４―１１．５―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３５．６―４７．７―５９．６―１：１１．０―１：２２．５―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．５
３ ３＝（２，６）（１，４，９）（５，７）８ ４ ３－６（２，４）（１，９）７－５－８

勝馬の
紹 介

サクラアルディート �

父 ディープインパクト �


母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．３．５ 阪神２着

２００８．３．２９生 牡４鹿 母 セダンフオーエバー 母母 サクラセダン １０戦４勝 賞金 ４４，４９０，０００円

２８０１０１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第１０競走 ��１，８００�
あ た ご

愛 宕 特 別
発走１５時００分（番組第９競走を順序変更） （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

６１１ ショウナンマオ 牝３鹿 ５３ 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－ ４１：５０．９ ２０．７�

６１２ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０－ ２１：５１．４３ １３．５�
７１４ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５７ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５０４± ０ 〃 クビ ５．７�
４８ シルクエステート 牡６青 ５７ 池添 謙一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６２± ０１：５１．５クビ ７．６�
８１６ ウインベルカント 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４８８＋ ４１：５１．８２ ５７．３�
５９ キングブレイク 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ５０６＋ ４１：５１．９� １．６�
２４ コウユーヒーロー 牡５青 ５７ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５２８－ ２１：５２．０� １０９．７	
１１ アドマイヤジャコモ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５００－ ２１：５２．１� １７．１

２３ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ５００＋ ４１：５２．３� ２８．１�
５１０� ボリュームゾーン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９８－１０１：５２．５１� １４８．２�
８１５ トップチェッカー 牡４黒鹿５７ 中井 裕二吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４４４－ ６１：５２．７１� １３０．６
３６ スーサングレート 牡４栗 ５７ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B５１６＋１４１：５２．８クビ ４６．６�
１２ フォルクスオーパー 牝６栗 ５５ 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４７８－２８１：５３．０１� ３０１．８�
７１３ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５５ 川田 将雅永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７２＋ ４１：５３．２１� １２２．９�
３５ � イノセントリーサム 牡５栗 ５７ 岩田 康誠平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３４＋１４１：５３．４１� ３７．８�
４７ メイショウシェイク 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５１０－ ６１：５３．７１� ４４２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，１４０，５００円 複勝： ７６，２５２，３００円 枠連： ２８，３５３，０００円

馬連： １１７，９５５，３００円 馬単： ７９，３８１，９００円 ワイド： ５０，０５３，３００円

３連複： １５３，２４６，２００円 ３連単： ３０７，６０９，９００円 計： ８５０，９９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ６５０円 � ４７０円 � ２８０円 枠 連（６－６） １１，４３０円

馬 連 �� １２，２４０円 馬 単 �� ２９，０９０円

ワ イ ド �� ２，９６０円 �� １，６５０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� １８，６００円 ３ 連 単 ��� ９４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３８１４０５ 的中 � １４５７４（６番人気）
複勝票数 計 ７６２５２３ 的中 � ２８６９２（６番人気）� ４１９９７（５番人気）� ８２５３０（３番人気）
枠連票数 計 ２８３５３０ 的中 （６－６） １８３１（２８番人気）
馬連票数 計１１７９５５３ 的中 �� ７１１６（２７番人気）
馬単票数 計 ７９３８１９ 的中 �� ２０１４（５７番人気）
ワイド票数 計 ５００５３３ 的中 �� ４０６４（２９番人気）�� ７４６８（１７番人気）�� １２５３７（８番人気）
３連複票数 計１５３２４６２ 的中 ��� ６０８１（５２番人気）
３連単票数 計３０７６０９９ 的中 ��� ２４０１（２２９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．７―１２．６―１２．７―１２．５―１２．２―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３６．２―４８．８―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．２―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマオ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１２．１．２１ 京都５着

２００９．３．２１生 牝３鹿 母 ショウナンハピネス 母母 Rambling Barb ９戦３勝 賞金 ３２，９７８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヴァンヌーヴォー号
（非抽選馬） ３頭 ダイヤノゲンセキ号・ドリームアライブ号・ワンダープリマ号
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２８０１１１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第４７回デイリー杯２歳ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
デイリースポーツ賞（１着）

賞 品
本 賞 ３６，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円 ５，４００，０００円 ３，６００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．３
１：３３．１

良

良

７９ テイエムイナズマ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５００＋ ２１：３４．７ １５．６�

２２ クラウンレガーロ 牡２栗 ５５ 幸 英明矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 ４４４＋ ４１：３４．８� ９．７�
１１ � マイネルエテルネル 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd ４６８＋ ４１：３４．９クビ ４．５�

６８ コレクターアイテム 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠�G１レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ２０．９�
５６ カ オ ス モ ス 牡２鹿 ５５ 川田 将雅小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 ４９２＋ ６１：３５．０� ３８．３�
５５ タイセイドリーム 牡２鹿 ５５ 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５０８－ ４１：３５．１� ２３．８�
８１２ サウンドリアーナ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 ４７０－ ４１：３５．２クビ ９．７	
４４ ラ シ ー マ 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ６０．７

３３ フジノストロング 牡２栗 ５５ 高倉 稜藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：３５．３クビ １１５．３�
８１１ ダンツアトラス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ２ 〃 クビ １１．０�
６７ メイケイペガスター 牡２青 ５５ 川須 栄彦名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ８１：３５．４� ２．０
７１０ スクワドロン 牡２芦 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０８＋１０１：３５．９３ ４３．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０５，１０１，１００円 複勝： １４８，６３９，３００円 枠連： ６２，３５１，５００円

馬連： ３２０，７８７，１００円 馬単： １９０，１７２，０００円 ワイド： １１９，８２２，７００円

３連複： ４３４，２００，９００円 ３連単： ８６２，７８０，６００円 計： ２，２４３，８５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ４００円 � ２６０円 � １７０円 枠 連（２－７） ４，１８０円

馬 連 �� ５，７４０円 馬 単 �� １２，４１０円

ワ イ ド �� １，７２０円 �� １，３５０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ６，７３０円 ３ 連 単 ��� ５８，３００円

票 数

単勝票数 計１０５１０１１ 的中 � ５３２４１（６番人気）
複勝票数 計１４８６３９３ 的中 � ８２００４（６番人気）� １４８３５５（３番人気）� ２７８５９５（２番人気）
枠連票数 計 ６２３５１５ 的中 （２－７） １１０２５（１６番人気）
馬連票数 計３２０７８７１ 的中 �� ４１３０９（２１番人気）
馬単票数 計１９０１７２０ 的中 �� １１３１８（４３番人気）
ワイド票数 計１１９８２２７ 的中 �� １６５１５（２０番人気）�� ２１３１４（１５番人気）�� ５８７０７（６番人気）
３連複票数 計４３４２００９ 的中 ��� ４７６１６（２１番人気）
３連単票数 計８６２７８０６ 的中 ��� １０９２３（１９１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．０―１２．２―１２．５―１１．７―１０．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．７―４７．９―１：００．４―１：１２．１―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３４．３
３ ９（２，３）（１，６）（５，１０，１１）７（４，１２）８ ４ ９－３（２，６）１（１０，１１）（５，７）１２，４，８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムイナズマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Danzig デビュー ２０１２．８．５ 小倉５着

２０１０．３．３１生 牡２黒鹿 母 ク ラ ス タ ー 母母 Knot ３戦２勝 賞金 ４２，１２７，０００円

２８０１２１０月６日 晴 良 （２４京都４）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４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

１２ ワイルドフラッパー 牝３黒鹿５３ 福永 祐一吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：２４．４ ２．９�

２３ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B４７８＋ ２ 〃 クビ ３．４�
８１６ メイショウカルロ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５２＋ ４１：２５．１４ ６．８�
７１４ スマートアーサイト 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ４１：２５．３１� １０．２�
２４ � タガノレガーロ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊八木 昌司氏 吉村 圭司 浦河 駿河牧場 ４７２－１０１：２５．４� ３５．３�
８１５ トルネードミノル 牡３鹿 ５５ 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７８－ ４１：２５．５� ８４．５�
５１０ ニイハオジュウクン 牡４鹿 ５７ 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４３８－ ４１：２５．６クビ ３９．２	
５９ トウショウハマー 牡３栗 ５５ 酒井 学トウショウ産業
 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５７６＋ ４ 〃 アタマ １３．２�
３５ � スターウォーズ 牡５黒鹿５７ 四位 洋文中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４８８＋ ６ 〃 ハナ ３６．０�
４８ � ゴールドディガー 牡４栗 ５７ 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４７２－ ２１：２５．７� １７．０
６１１ キンショーキラ 牝３栗 ５３

５０ ▲中井 裕二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 ４９６＋２０１：２５．８クビ １９７．７�
６１２� ヤマカツティガー 牡８鹿 ５７ 小牧 太
駒秀 武 宏平 静内 岡田牧場 ４７６＋１０ 〃 ハナ ９．４�
３６ サンマルリバティ 牡３鹿 ５５

５２ ▲水口 優也相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ５２０－１０１：２６．１１� １０２．２�
４７ � ブルーアンブロシア 牡４芦 ５７ 和田 竜二 
ブルーマネジメント鈴木 孝志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ６１：２６．５２� ７９．７�
１１ ボスキャラメル 牡３鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二三宅 勝俊氏 境 直行 日高 加藤牧場 ４７４－２４１：２７．１３� １６０．０�
７１３ マッシヴリーダー 牡４栗 ５７ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８０＋ ８１：２７．５２� １３６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，２２８，２００円 複勝： ５６，８８８，７００円 枠連： ２９，１１５，９００円

馬連： １１１，８２５，４００円 馬単： ７０，１８０，２００円 ワイド： ５２，２０４，８００円

３連複： １７３，９５０，４００円 ３連単： ２９９，６５８，２００円 計： ８３０，０５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（１－２） ４００円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ５１０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ３，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３６２２８２ 的中 � ９９２７１（１番人気）
複勝票数 計 ５６８８８７ 的中 � １３３９７４（１番人気）� １３０１３１（２番人気）� ６５２１１（３番人気）
枠連票数 計 ２９１１５９ 的中 （１－２） ５３９４１（１番人気）
馬連票数 計１１１８２５４ 的中 �� ２００９６５（１番人気）
馬単票数 計 ７０１８０２ 的中 �� ７３０３５（１番人気）
ワイド票数 計 ５２２０４８ 的中 �� ８０１９７（１番人気）�� ２２４０７（４番人気）�� ２６３６０（３番人気）
３連複票数 計１７３９５０４ 的中 ��� １４５１８４（１番人気）
３連単票数 計２９９６５８２ 的中 ��� ６４８６６（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．８―１２．５―１２．６―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．６―１：００．２―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドフラッパー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Smoke Glacken デビュー ２０１２．４．２９ 京都１着

２００９．５．１２生 牝３黒鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash ４戦２勝 賞金 １２，２００，０００円
〔制裁〕 キンショーキラ号の騎手中井裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（９番・８番への進路影

響）



（２４京都４）第１日 １０月６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 １６９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

２４５，１００，０００円
５，２８０，０００円
１，４７０，０００円
２２，６８０，０００円
５６，６２９，５００円
５，２７２，８００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
３６９，４１４，２００円
６３０，００６，２００円
２４３，０１１，０００円
９６６，７２７，１００円
６５１，１６５，１００円
４３７，７５０，３００円
１，３７５，１１１，７００円
２，５７９，８６９，９００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 ７，２５３，０５５，５００円

総入場人員 １７，０８８名 （有料入場人員 １５，３７３名）


