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2801310月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時00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
1：33．4
1：33．1

良
良

56 ウインリバティ 牝2黒鹿54 池添 謙一�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 436＋121：33．9 2．5�
57 ブレイヴリー 牡2鹿 55 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 41：34．11� 4．3�
710 セ フ ィ ー ロ 牡2鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 454－ 8 〃 クビ 8．5�
33 ラッキーハンター 牡2栗 55 北村 友一西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 484＋ 6 〃 アタマ 29．3�
68 モンスターバローズ 牡2栗 55 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 478± 01：34．31� 14．5�
812 ダノンサイクロン 牝2青鹿54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 444± 01：34．4� 5．1	
69 パラディドル 牝2黒鹿54 内田 博幸 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 440＋ 81：34．5クビ 52．4

44 スリーマキシマム 牡2鹿 55 幸 英明永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 480＋12 〃 クビ 26．1�
11 リ ノ リ オ 牡2黒鹿55 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 480＋ 21：35．45 12．0�
22 ハナズリベンジ 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 486＋ 61：35．93 38．1
813 エイシンソニック 牡2青鹿55 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 506＋ 41：36．11� 140．4�
45 ナンヨーマーク 牡2青鹿55 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 508＋ 21：36．31� 37．1�
711 サンライズアルブル 牡2黒鹿55 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470＋ 21：36．51� 101．2�
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売 得 金
単勝： 17，433，100円 複勝： 32，196，900円 枠連： 10，192，700円
馬連： 38，675，900円 馬単： 24，585，800円 ワイド： 19，478，700円
3連複： 54，521，300円 3連単： 86，713，900円 計： 283，798，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 200円 枠 連（5－5） 690円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 270円 �� 450円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 174331 的中 � 55349（1番人気）
複勝票数 計 321969 的中 � 82901（1番人気）� 54903（2番人気）� 33939（4番人気）
枠連票数 計 101927 的中 （5－5） 11057（3番人気）
馬連票数 計 386759 的中 �� 45067（2番人気）
馬単票数 計 245858 的中 �� 15338（2番人気）
ワイド票数 計 194787 的中 �� 20183（2番人気）�� 10418（4番人気）�� 6854（8番人気）
3連複票数 計 545213 的中 ��� 28677（3番人気）
3連単票数 計 867139 的中 ��� 10984（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．7―11．6―11．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―46．2―57．8―1：09．6―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 ・（1，7）10（4，8，12）6（11，13）（3，9）－2－5 4 ・（1，7）10（4，8）12（3，6）（9，11，13）－2－5

勝馬の
紹 介

ウインリバティ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fly So Free デビュー 2013．6．29 中京5着

2011．4．24生 牝2黒鹿 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

2801410月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2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
1：11．0
1：10．2

重
不良

610 ニホンピロアンバー 牝2青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 440－ 41：13．3 5．3�
59 ヒカリセット 牡2青鹿 55

52 ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 446－ 41：13．4� 8．7�
712 クリノプリムラ 牝2栗 54

51 ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 434＋ 41：14．03� 118．5�
46 ロングリバイバル 牡2鹿 55 北村 友一中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 488± 01：14．1� 3．5�
34 カシノボルト 牡2鹿 55 吉田 隼人柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 504＋ 81：14．41� 35．4�
23 シ ゲ ル イ ヨ 牡2黒鹿55 内田 博幸森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 532＋ 61：14．61� 2．9	
814 カネツスペシャル 牝2鹿 54 武 幸四郎�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 450－ 21：14．7� 167．6

47 テイエムトッピモン 牡2鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 444± 01：14．91	 33．1�
611 スリーサウス 牡2鹿 55 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 466－ 21：15．0� 303．6�
22 セントーレア 牝2黒鹿54 小牧 太前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 61：15．1� 15．9
713 ホッコームサシ 牡2鹿 55 幸 英明矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 梅田牧場 536－ 61：15．41� 39．9�
35 アドマイヤソウ 牝2青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462± 01：15．61	 21．7�
11 アスカタキオン 牝2栗 54

51 ▲岩崎 翼梶原 重雄氏 崎山 博樹 鹿児島 松元 登 438＋ 61：15．81	 270．6�
815 タ ウ ト ナ 牡2鹿 55 池添 謙一�ターフ・スポート飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 21：15．9クビ 14．5�
58 マミーテイラー 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B476－141：17．39 29．5�
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売 得 金
単勝： 18，605，900円 複勝： 31，885，700円 枠連： 10，148，700円
馬連： 40，907，300円 馬単： 26，185，000円 ワイド： 20，555，700円
3連複： 54，761，000円 3連単： 81，737，700円 計： 284，787，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 230円 � 1，610円 枠 連（5－6） 1，550円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 650円 �� 6，210円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 41，200円 3 連 単 ��� 171，380円

票 数

単勝票数 計 186059 的中 � 27973（3番人気）
複勝票数 計 318857 的中 � 48208（3番人気）� 40225（4番人気）� 3976（12番人気）
枠連票数 計 101487 的中 （5－6） 4860（7番人気）
馬連票数 計 409073 的中 �� 18484（6番人気）
馬単票数 計 261850 的中 �� 5868（10番人気）
ワイド票数 計 205557 的中 �� 8410（6番人気）�� 785（50番人気）�� 734（54番人気）
3連複票数 計 547610 的中 ��� 981（104番人気）
3連単票数 計 817377 的中 ��� 352（437番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―12．4―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．5―47．9―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロアンバー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．6．29 中京11着

2011．3．12生 牝2青鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ハードモンラッシェ号（疾病〔感冒〕のため）

第４回 京都競馬 第２日



2801510月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時00分 （芝・右）
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

44 モ ー リ ス 牡2鹿 55 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 日高 戸川牧場 502 ―1：20．6レコード 4．3�
68 インヴォーク 牝2栗 54 和田 竜二�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 418 ―1：21．13 13．3�
33 ウォーターヴォイス 牝2鹿 54 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 444 ―1：21．63 5．4�
812 ブレイクアウト 牡2青鹿55 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470 ― 〃 クビ 7．9�
79 ヤマニンアルブル 牡2黒鹿55 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 430 ―1：21．7� 22．9�
67 ラ デ ィ ウ ス 牡2鹿 55 国分 恭介名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 446 ―1：21．8クビ 4．8	
811 メイショウラバンド 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 434 ― 〃 クビ 19．5

55 エイシンドルチェ 牝2鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 446 ―1：21．9� 6．1�
11 カイザーヴァルツァ �2黒鹿55 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464 ―1：22．21	 10．6�
710 プルメリアアスク 牝2栗 54 吉田 隼人廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 418 ― 〃 クビ 50．4
22 ダンツトゥルース 牡2鹿 55 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 486 ―1：22．3クビ 58．4�
56 スズカコンクパール 牝2栗 54 秋山真一郎永井商事� 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 428 ―1：23．47 24．9�
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売 得 金
単勝： 17，097，000円 複勝： 27，102，200円 枠連： 10，276，200円
馬連： 35，300，600円 馬単： 23，005，500円 ワイド： 17，107，300円
3連複： 44，770，300円 3連単： 70，427，300円 計： 245，086，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 320円 � 180円 枠 連（4－6） 680円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 510円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 30，070円

票 数

単勝票数 計 170970 的中 � 31689（1番人気）
複勝票数 計 271022 的中 � 49777（1番人気）� 18143（6番人気）� 44591（2番人気）
枠連票数 計 102762 的中 （4－6） 11169（1番人気）
馬連票数 計 353006 的中 �� 8888（14番人気）
馬単票数 計 230055 的中 �� 3689（18番人気）
ワイド票数 計 171073 的中 �� 3826（13番人気）�� 8813（3番人気）�� 3444（15番人気）
3連複票数 計 447703 的中 ��� 6826（15番人気）
3連単票数 計 704273 的中 ��� 1729（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―46．4―57．8―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．2
3 8（6，12）3（4，5）（2，9，7）－（1，10）－11 4 8（6，12）3，4，9（2，5）7（1，10）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ー リ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

2011．3．2生 牡2鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2801610月6日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都4）第2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400万円超過馬は
超過額300万円毎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

813 オンワードデューク 牝5栗 58 難波 剛健樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 458＋ 43：31．2 46．1�
46 スズカマジェスタ 牡5青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480＋103：31．3� 6．4�
11 � メイショウヨシミツ 牡4栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 458－ 83：31．83 8．9�
34 テイエムブユウデン 牡6鹿 60 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 476－ 83：32．11� 73．7�
712 ビッグウィーク 牡6青鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 466＋ 6 〃 クビ 2．4�
610� エーシンイグアス 牡5鹿 62 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 524－ 6 〃 ハナ 18．8	
58 � ハッピーティア 牝5鹿 58 鈴木 慶太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 480＋ 23：32．31	 14．9

814 リキサンヒーロー 牡6栗 60 大江原 圭 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B470－ 23：33．47 9．5�
711� モ ル エ ラ ン 
8青鹿60 上野 翔 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 474＋ 4 〃 アタマ 153．5
57 シャイニーデザート 牡7黒鹿60 石神 深一小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 536＋ 83：33．72 60．8�
45 センシズバイオ 牡4栗 60 白浜 雄造バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 526＋163：35．5大差 46．7�
22 セクシイスイート 牝5鹿 58 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 504－ 4 （競走中止） 18．7�
33 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 浜野谷憲尚 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 454＋ 2 （競走中止） 5．8�
69 フリーダムシチー 牡4栗 60 草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 440－ 2 （競走中止） 23．5�
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売 得 金
単勝： 14，901，100円 複勝： 24，094，100円 枠連： 9，844，700円
馬連： 33，566，500円 馬単： 22，319，300円 ワイド： 16，260，500円
3連複： 48，146，300円 3連単： 77，000，200円 計： 246，132，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，610円 複 勝 � 990円 � 240円 � 360円 枠 連（4－8） 2，160円

馬 連 �� 12，500円 馬 単 �� 34，250円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 4，520円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 41，960円 3 連 単 ��� 427，270円

票 数

単勝票数 計 149011 的中 � 2550（10番人気）
複勝票数 計 240941 的中 � 5461（10番人気）� 31405（3番人気）� 17776（5番人気）
枠連票数 計 98447 的中 （4－8） 3369（9番人気）
馬連票数 計 335665 的中 �� 1983（37番人気）
馬単票数 計 223193 的中 �� 481（85番人気）
ワイド票数 計 162605 的中 �� 1511（29番人気）�� 871（43番人気）�� 3009（14番人気）
3連複票数 計 481463 的中 ��� 847（112番人気）
3連単票数 計 770002 的中 ��� 133（862番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 52．1－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オンワードデューク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ストローズクリーク デビュー 2010．10．10 京都7着

2008．4．6生 牝5栗 母 オンワードラトゥル 母母 オンワードロゼ 障害：13戦2勝 賞金 26，400，000円
〔競走中止〕 フリーダムシチー号は，1周目7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。

ローレルエルヴェル号は，2周目2号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
セクシイスイート号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

〔制裁〕 ビッグウィーク号の騎手小坂忠士は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 7頭 アドマイヤサイモン号・カゼカオル号・ゴーズオン号・トーセンプラチナ号・ナリタトルネード号・

パリスブルー号・リリーアタッカー号
（非抽選馬） 1頭 ボストンプラチナ号



2801710月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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
1：46．7
1：46．0

良
良

22 ヴォルシェーブ 牡2栗 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496 ―1：52．3 3．1�
66 コウエイワンマン 牡2黒鹿55 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 522 ―1：52．51� 13．6�
78 キラノカリスマ 牡2鹿 55 国分 優作畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 416 ― 〃 クビ 18．4�
55 ペンタトニック 牡2栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482 ―1：52．6� 2．3�
44 ダノンロンシャン 牡2芦 55 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 458 ―1：52．7� 5．5�
810 イゾラベッラ 牡2芦 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 532 ―1：53．02 92．1	
11 タガノベルーガ 牝2鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518 ―1：53．1� 16．1

79 ノットアクライシス 牡2青鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 追分ファーム 476 ― 〃 クビ 20．8�
67 ウインドサクセス 牡2栗 55 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 高橋 幸男 508 ―1：53．2クビ 67．3
811 ウイングリッター 牡2鹿 55 幸 英明�ウイン 中村 均 むかわ 市川牧場 484 ―1：53．41� 39．7�
33 スプリングカンナ 牝2黒鹿54 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 480 ―1：53．61� 50．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，441，500円 複勝： 29，980，100円 枠連： 9，300，700円
馬連： 37，962，000円 馬単： 30，968，200円 ワイド： 19，276，600円
3連複： 48，319，400円 3連単： 105，431，800円 計： 302，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 370円 � 450円 枠 連（2－6） 1，810円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 650円 �� 940円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 25，850円

票 数

単勝票数 計 214415 的中 � 56027（2番人気）
複勝票数 計 299801 的中 � 76565（2番人気）� 18012（5番人気）� 13972（6番人気）
枠連票数 計 93007 的中 （2－6） 3796（8番人気）
馬連票数 計 379620 的中 �� 14781（6番人気）
馬単票数 計 309682 的中 �� 8468（9番人気）
ワイド票数 計 192766 的中 �� 7684（7番人気）�� 5102（12番人気）�� 2037（25番人気）
3連複票数 計 483194 的中 ��� 5001（22番人気）
3連単票数 計1054318 的中 ��� 3011（78番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．8―13．1―13．6―13．0―11．9―11．4―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．2―51．3―1：04．9―1：17．9―1：29．8―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．4
3 6（8，11）（2，9，10）（4，3，5）（1，7） 4 ・（6，8）11（2，9，10）（4，3）5（1，7）

勝馬の
紹 介

ヴォルシェーブ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Thunder Gulch 初出走

2011．3．16生 牡2栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タガノベルーガ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

2801810月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時50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

12 シゲルアケビ 牝4鹿 55
52 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 466－ 21：12．4 14．1�

35 � アルティメイト 牝4青鹿55 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 452＋ 21：12．61� 23．0�
24 メイショウアシタバ 牝3鹿 53 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 472－10 〃 クビ 15．0�
815 ア サ ケ ゴ マ 牝3芦 53 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 468± 01：12．81� 75．1�
11 レゼトワール 牝3鹿 53 藤田 伸二髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 480－ 21：12．9� 3．1�
816 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 53 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B454＋12 〃 ハナ 7．6	
36 アンスタンフィール 牝3鹿 53

50 ▲森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 476＋ 8 〃 アタマ 13．5

59 � ワンダーブロタール 牝4栗 55 黒岩 悠山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 462＋ 81：13．11� 278．8�
611 レ デ ィ ー 牝3鹿 53 和田 竜二浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 416－161：13．2� 10．1�
48 アカノジュウロク 牝3鹿 53 松山 弘平根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 454＋ 81：13．3	 10．1
714 ストゥーディアス 牝3鹿 53 幸 英明有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：13．51 36．3�
510 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 53 太宰 啓介亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 462± 0 〃 クビ 9．7�
23 チェリーミルズ 牝3鹿 53 池添 謙一 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 466± 01：13．71 6．2�
612� アイファーストーク 牝4鹿 55 国分 優作中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 426－341：13．91� 222．2�
713� ホイップクリーム 牝4栗 55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 428± 0 〃 クビ 215．3�
47 � プラチナエンジェル 牝4鹿 55 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 456＋181：14．64 30．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，131，300円 複勝： 37，737，100円 枠連： 14，566，000円
馬連： 47，414，800円 馬単： 27，438，000円 ワイド： 25，274，100円
3連複： 69，151，700円 3連単： 101，649，600円 計： 343，362，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 440円 � 520円 � 420円 枠 連（1－3） 1，080円

馬 連 �� 12，550円 馬 単 �� 20，090円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，860円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 38，520円 3 連 単 ��� 228，720円

票 数

単勝票数 計 201313 的中 � 11280（8番人気）
複勝票数 計 377371 的中 � 23115（8番人気）� 18602（10番人気）� 24374（6番人気）
枠連票数 計 145660 的中 （1－3） 10023（3番人気）
馬連票数 計 474148 的中 �� 2790（45番人気）
馬単票数 計 274380 的中 �� 1008（81番人気）
ワイド票数 計 252741 的中 �� 2497（37番人気）�� 3388（26番人気）�� 1994（43番人気）
3連複票数 計 691517 的中 ��� 1325（131番人気）
3連単票数 計1016496 的中 ��� 328（768番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．9―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．9―46．8―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．5
3 7（4，10）3（5，6，15）1（8，11，14）（2，16）－9（12，13） 4 ・（7，4，10）（3，5，15）6（1，11，14）8，16，2－（12，9）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルアケビ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．9．10 阪神5着

2009．4．14生 牝4鹿 母 メイショウフレスコ 母母 タニノアベビート 21戦2勝 賞金 18，520，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 タガノレオーネ号・ダンスインザスカイ号・トーブプリンセス号



2801910月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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

22 アサクサショパン 牡5黒鹿57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 482± 02：00．7 3．9�
34 オ ツ ウ 牝3鹿 53 池添 謙一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B474－ 4 〃 クビ 8．9�
712 ナムララオウ 牡3栗 55 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 502＋ 22：01．65 7．1�
814 ストレートラブ 牝4青鹿 55

54 ☆菱田 裕二万波 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 430－102：01．7� 56．3�

35 ダブルイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 482＋ 42：01．8� 5．6�
610 ワンダーゴヴェルノ 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 444± 02：02．22� 60．4�
58 � マイネルボンド 牡4青鹿57 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B502＋10 〃 クビ 41．8

611 ミスマープル 牝3黒鹿53 熊沢 重文加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 2 〃 アタマ 399．7�
59 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 504＋ 82：02．3クビ 416．6�
11 � エスケイヒーロー 牡4芦 57 酒井 学廣嶋 誠二氏 作田 誠二 日高 春木 昭雄 466－ 12：02．4� 51．8
713 タムロトップステイ 牡4栗 57

54 ▲森 一馬谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 B528＋ 22：03．78 17．4�
46 チャームドヴェール 牝3鹿 53 岩田 康誠 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456－ 22：04．12� 7．8�
47 スズカアルプス 牡3栗 55 国分 優作永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 448＋ 42：04．52� 180．1�
815 プラチナグロース 牡3芦 55 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 484＋ 22：08．1大差 3．4�
23 マンテンジャック 牡3鹿 55

52 ▲藤懸 貴志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 426＋ 62：16．7大差 262．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，251，900円 複勝： 38，113，900円 枠連： 13，999，500円
馬連： 49，833，000円 馬単： 30，061，000円 ワイド： 23，399，700円
3連複： 65，581，400円 3連単： 108，606，600円 計： 350，847，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 350円 � 200円 枠 連（2－3） 670円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 880円 �� 440円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 23，200円

票 数

単勝票数 計 212519 的中 � 43563（2番人気）
複勝票数 計 381139 的中 � 85583（1番人気）� 22083（6番人気）� 51608（4番人気）
枠連票数 計 139995 的中 （2－3） 15472（3番人気）
馬連票数 計 498330 的中 �� 16752（10番人気）
馬単票数 計 300610 的中 �� 5763（16番人気）
ワイド票数 計 233997 的中 �� 6425（10番人気）�� 14182（4番人気）�� 3781（18番人気）
3連複票数 計 655814 的中 ��� 11374（14番人気）
3連単票数 計1086066 的中 ��� 3456（73番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―11．5―12．9―13．2―13．4―13．1―12．8―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．4―29．9―42．8―56．0―1：09．4―1：22．5―1：35．3―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサショパン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Law Society デビュー 2010．11．28 京都1着

2008．1．30生 牡5黒鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 20戦2勝 賞金 38，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナグロース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月6日まで平地

競走に出走できない。
マンテンジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月6日まで平地
競走に出走できない。

2802010月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第8競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

重
不良

11 テーオーレイチェル 牝3芦 53
52 ☆菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 41：24．5 22．1�
815 オビーディエント 牡4黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 448＋ 41：24．82 2．8�
713 ミヤジエルビス 牡3青鹿55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 500＋ 2 〃 ハナ 7．4�
48 ゼロワンシンジロー 牡4鹿 57 吉田 隼人国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 468± 01：24．9クビ 11．2�
714 ガッサンプレイ 牡3栗 55 岩田 康誠西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 460± 0 〃 アタマ 3．9�
23 ダイナミックウオー 牡3黒鹿55 国分 恭介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 506± 01：25．43 16．1	
612 ベルラピエル 牡4黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志 
社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 28．3�
35 シゲルケンシン 牡6鹿 57 酒井 学森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 474＋ 2 〃 アタマ 39．6�
36 メイショウマルマル 牡3芦 55 内田 博幸松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 488＋ 81：25．5� 23．9
12 ホッコーマグマ 牡3鹿 55 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B496＋ 61：25．7� 8．2�
24 サンデーコア �4黒鹿57 池添 謙一坂本 肇氏 増本 豊 新冠 川上牧場 512＋301：26．02 71．8�
611 ドンクーガー 牡3青鹿55 太宰 啓介山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 484＋121：26．1� 49．0�
816 ディパッション 牝3鹿 53 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：26．2� 78．7�
510 トウケイポイント 牡3芦 55 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 514＋ 6 〃 ハナ 52．3�
47 トウショウタイド 牡3鹿 55 国分 優作トウショウ産業� 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 568＋20 〃 クビ 59．1�
59 オレハメジャー 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 448－101：26．94 267．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，599，000円 複勝： 53，317，600円 枠連： 21，495，800円
馬連： 69，126，600円 馬単： 38，231，300円 ワイド： 33，693，600円
3連複： 92，066，900円 3連単： 146，929，800円 計： 485，460，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 470円 � 130円 � 240円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，330円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 49，520円

票 数

単勝票数 計 305990 的中 � 10915（7番人気）
複勝票数 計 533176 的中 � 20931（7番人気）� 165151（1番人気）� 51234（4番人気）
枠連票数 計 214958 的中 （1－8） 15412（3番人気）
馬連票数 計 691266 的中 �� 16300（9番人気）
馬単票数 計 382313 的中 �� 3212（32番人気）
ワイド票数 計 336936 的中 �� 7879（8番人気）�� 5987（15番人気）�� 18782（2番人気）
3連複票数 計 920669 的中 ��� 12664（14番人気）
3連単票数 計1469298 的中 ��� 2190（125番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2012．9．9 阪神4着

2010．4．23生 牝3芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 10戦2勝 賞金 16，900，000円



2802110月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第9競走 ��
��1，400�

く た

久 多 特 別
発走14時25分 （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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

12 オースミナイン 牡3鹿 55 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 470＋ 61：20．6 2．2�
612 ダンツミュータント 牡4青鹿57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 438－ 6 〃 アタマ 38．1�
611 アイムヒアー 牝5鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 486± 01：20．81� 12．9�
713 ラインアンジュ 牝5鹿 55 内田 博幸大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 496－ 41：21．01	 23．0�
59 サンマルクイーン 牝4栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 464＋ 2 〃 ハナ 4．7	
36 タガノザイオン 牡6鹿 57 和田 竜二八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 21：21．1クビ 52．0

510 インクレセント 牝4青鹿55 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 450＋ 41：21．2
 27．5�
47 パープルタイヨー 牡7鹿 57 北村 友一中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 450＋ 6 〃 ハナ 117．7�
23 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498± 0 〃 クビ 4．5
24 タマモトッププレイ 牡4黒鹿57 小牧 太タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 490± 0 〃 ハナ 10．4�
714 マンドレイク 牡3黒鹿55 松山 弘平�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 484± 01：21．41	 31．9�
815 トキノゲンジ 牡5鹿 57 国分 優作中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 502＋101：21．72 172．2�
816 トップルビー 牝5黒鹿55 国分 恭介�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 444＋ 81：21．91� 217．0�
48 セトブリッジ 牡4黒鹿57 吉田 隼人難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 510＋ 81：22．53� 83．1�
11 ホワイトショウフク 牡8芦 57 菱田 裕二山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 464－ 4 〃 アタマ 456．6�
35 � オルデンボンズ 牡3栗 55 武 幸四郎嶋 大輔氏 森 秀行 米 Ramona

Thomson 530＋ 11：23．13� 307．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，080，500円 複勝： 65，609，100円 枠連： 23，816，000円
馬連： 100，332，900円 馬単： 57，704，600円 ワイド： 40，223，300円
3連複： 123，815，500円 3連単： 227，230，500円 計： 675，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 700円 � 270円 枠 連（1－6） 1，190円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 620円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 11，780円 3 連 単 ��� 56，770円

票 数

単勝票数 計 370805 的中 � 133958（1番人気）
複勝票数 計 656091 的中 � 187090（1番人気）� 17489（9番人気）� 55894（4番人気）
枠連票数 計 238160 的中 （1－6） 14811（6番人気）
馬連票数 計1003329 的中 �� 20372（14番人気）
馬単票数 計 577046 的中 �� 7329（20番人気）
ワイド票数 計 402233 的中 �� 6297（18番人気）�� 17152（5番人気）�� 2505（36番人気）
3連複票数 計1238155 的中 ��� 7759（35番人気）
3連単票数 計2272305 的中 ��� 2954（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．3―47．0―58．3―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．6
3 11，12（9，14）（7，15）（2，10）（4，3）13，16（6，8）5，1 4 11，12（9，14）（7，15）（2，10）（4，3，13）6，16，8（1，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミナイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．11．4 京都3着

2010．2．23生 牡3鹿 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート 8戦3勝 賞金 41，034，000円

2802210月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

へいじょうきょう

平城京ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．10．6以降25．9．29まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

44 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 57．5 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B504＋ 61：51．7 5．5�

56 スズカルーセント 牡5鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 510＋ 41：51．91� 2．9�
79 トーセンケイトゥー �5栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466＋ 61：52．0	 48．6�
55 ケ イ ト 牝5黒鹿52 菱田 裕二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム 480－ 2 〃 ハナ 12．2�
710 エーシンリボルバー 牡5栗 57 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム 514－ 21：52．1クビ 4．4	
68 メタギャラクシー 牡6鹿 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B494－ 21：52．41	 17．3

812
 グレイレジェンド 牡5芦 54 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 470－ 21：52．5� 15．4�
33 アップトゥデイト 牡3芦 52 秋山真一郎今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504± 0 〃 クビ 39．0�
67 キッズアプローズ 牡7鹿 55 松山 弘平瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム 510＋ 61：52．81	 119．4
11 トミケンアルドール 牡4栗 57 内田 博幸冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 490＋ 41：53．97 4．8�
811 アドマイヤジャガー 牡6鹿 54 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474± 01：54．75 43．4�
22 � パルラメンターレ �6鹿 53 国分 優作藤田 孟司氏 大根田裕之 米 Takeshi

Fujita 472± 01：56．29 97．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，295，600円 複勝： 56，174，100円 枠連： 22，503，000円
馬連： 111，675，100円 馬単： 63，520，700円 ワイド： 39，172，200円
3連複： 133，160，600円 3連単： 269，533，400円 計： 731，034，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 150円 � 720円 枠 連（4－5） 690円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，600円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 13，340円 3 連 単 ��� 58，870円

票 数

単勝票数 計 352956 的中 � 51462（4番人気）
複勝票数 計 561741 的中 � 67312（4番人気）� 131818（1番人気）� 14701（8番人気）
枠連票数 計 225030 的中 （4－5） 24412（2番人気）
馬連票数 計1116751 的中 �� 85231（3番人気）
馬単票数 計 635207 的中 �� 21727（10番人気）
ワイド票数 計 391722 的中 �� 24346（3番人気）�� 3501（28番人気）�� 4599（22番人気）
3連複票数 計1331606 的中 ��� 7369（42番人気）
3連単票数 計2695334 的中 ��� 3379（184番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．5―49．1―1：01．4―1：13．8―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンヌーヴォー �
�
父 Cherokee Run �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．12．25 阪神3着

2009．5．1生 牡4鹿 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline 16戦5勝 賞金 74，182，000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



2802310月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第11競走
第48回農林水産省賞典

��
��2，400�京 都 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，24．10．6以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，24．10．5以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

22 ヒットザターゲット 牡5栗 56 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 514－ 82：22．9 166．2�
11 � アンコイルド 牡4鹿 56 吉田 隼人�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 484＋ 2 〃 クビ 50．1�
711 トーセンラー 牡5黒鹿57 幸 英明島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456± 02：23．21	 6．3�
44 アドマイヤラクティ 牡5鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 30．1�
812 ゴールドシップ 牡4芦 58 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 498－ 2 〃 ハナ 1．2	
69 トゥザグローリー 牡6鹿 56 池添 謙一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 534± 02：23．3クビ 33．2

710 エクスペディション 牡6栗 56 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 22：23．4	 58．7�
68 ヴィルシーナ 牝4青 55 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464＋162：23．5	 21．7�
813 オールザットジャズ 牝5鹿 54 菱田 裕二市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 464－ 42：23．6	 197．9
33 デスペラード 牡5鹿 56 武 幸四郎市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 462－162：23．7クビ 103．4�
57 ニューダイナスティ 牡4鹿 56 和田 竜二 �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 472＋ 22：24．33
 23．9�
56 トレイルブレイザー 牡6鹿 56 秋山真一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント 492－ 42：24．51� 54．1�
45 � ヒビケジンダイコ 牡7鹿 56 酒井 学渡邊善治郎氏 板垣 吉則 浦河 今井 秀樹 468－182：26．110 349．0�

（岩手）

（13頭）

売 得 金
単勝： 197，888，000円 複勝： 492，655，100円 枠連： 87，855，900円
馬連： 471，005，700円 馬単： 444，062，900円 ワイド： 218，192，800円
3連複： 690，537，100円 3連単： 2，388，334，900円 計： 4，990，532，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，620円 複 勝 � 3，760円 � 1，290円 � 260円 枠 連（1－2） 45，190円

馬 連 �� 90，240円 馬 単 �� 434，070円

ワ イ ド �� 15，940円 �� 3，700円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 161，330円 3 連 単 ��� 3，619，290円

票 数

単勝票数 計1978880 的中 � 9385（11番人気）
複勝票数 計4926551 的中 � 30272（11番人気）� 91877（6番人気）� 608115（2番人気）
枠連票数 計 878559 的中 （1－2） 1435（31番人気）
馬連票数 計4710057 的中 �� 3852（53番人気）
馬単票数 計4440629 的中 �� 755（126番人気）
ワイド票数 計2181928 的中 �� 3286（57番人気）�� 14375（28番人気）�� 45362（12番人気）
3連複票数 計6905371 的中 ��� 3159（135番人気）
3連単票数 計23883349 的中 ��� 487（967番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．5―36．1―48．8―1：01．4―1：13．8―1：25．5―1：36．9―1：48．0―1：59．6―2：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．9
1
3
・（8，7）（4，6，12）（2，10，13）9（1，11）（5，3）
7，6（8，12）（4，9）（10，11）2（1，13）－（5，3）

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2010．8．22 小倉4着

2008．3．6生 牡5栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 28戦8勝 賞金 245，507，000円

2802410月6日 晴 良 （25京都4）第2日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4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

57 カシュカシュ 牝4鹿 55
52 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 440＋ 61：52．7 7．5�

45 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 岩田 康誠鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 492－10 〃 クビ 4．2�
711 クローバーリーフ 牝5鹿 55

54 ☆菱田 裕二吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 アタマ 35．1�
44 ミッキーオーラ 牡5青鹿57 松山 弘平野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム 516＋ 41：52．8� 6．2�
710 イスカンダル 牡3鹿 55 吉田 隼人前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 21：53．01� 29．3�
68 スズカウラノス 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 450－ 21：53．21� 12．9�
33 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 492＋ 61：53．51� 40．1	
11 タイセイバスター 牡3鹿 55 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 506＋ 61：53．71� 2．2

69 テ ツ キ セ キ 牡7黒鹿57 畑端 省吾木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442－ 21：53．91� 327．1�
812 キンショータイム 牡3栗 55 熊沢 重文礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 482＋ 21：54．0� 140．7�
813 ジャニアリシックス 牡5栗 57 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 442－ 41：54．1クビ 47．1
56 ゴールデンジャガー 牡5鹿 57 北村 友一西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 502－ 81：54．31 20．4�
22 セトノハリケーン 牡5鹿 57 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 520－ 41：55．04 108．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，813，300円 複勝： 62，493，500円 枠連： 32，381，100円
馬連： 122，687，800円 馬単： 76，008，300円 ワイド： 49，598，600円
3連複： 146，749，000円 3連単： 336，356，100円 計： 872，087，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 180円 � 670円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，410円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 13，530円 3 連 単 ��� 66，880円

票 数

単勝票数 計 458133 的中 � 48387（4番人気）
複勝票数 計 624935 的中 � 65812（4番人気）� 117506（2番人気）� 19334（8番人気）
枠連票数 計 323811 的中 （4－5） 28198（3番人気）
馬連票数 計1226878 的中 �� 42291（7番人気）
馬単票数 計 760083 的中 �� 11917（18番人気）
ワイド票数 計 495986 的中 �� 20249（6番人気）�� 4905（24番人気）�� 6262（19番人気）
3連複票数 計1467490 的中 ��� 8008（40番人気）
3連単票数 計3363561 的中 ��� 3712（179番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．8―12．5―12．7―12．7―12．2―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．0―49．5―1：02．2―1：14．9―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カシュカシュ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー 2012．3．24 中京9着

2009．2．19生 牝4鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets 13戦4勝 賞金 37，790，000円
〔制裁〕 ツルマルスピリット号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

４レース目



（25京都4）第2日 10月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

303，330，000円
10，360，000円
2，230，000円
27，930，000円
61，325，250円
5，211，800円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
477，538，200円
951，359，400円
266，380，300円
1，158，488，200円
864，090，600円
522，233，100円
1，571，580，500円
3，999，951，800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 9，811，622，100円

総入場人員 27，773名 （有料入場人員 25，497名）
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