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2804910月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第1競走 1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55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
1：20．6
1：20．3

良
良

56 クインズハリジャン 牡2黒鹿55 藤田 伸二 �クイーンズ・ランチ 白井 寿昭 むかわ 上水牧場 500＋ 81：21．8 1．5�
22 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 446＋ 81：21．9� 7．4�
44 ブロンクスステップ 牝2鹿 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468± 01：22．11� 28．3�
710 ロスヴァイセ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：22．2� 5．0�
812 サウンドカール 牡2青鹿 55

54 ☆菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 442＋ 41：22．41� 39．2	
813 ルールウイニング 牡2鹿 55 国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 466＋ 21：22．82� 74．8

45 ヒデノヒロイン 牝2芦 54

51 ▲森 一馬大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 432＋ 21：22．9クビ 22．2�

711 シゲルサヌキ 牝2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 404± 01：23．0� 174．2�
68 カシノステイタス 牡2栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 434＋ 61：23．1� 124．3
69 メイショウエフワン 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 462＋ 21：23．2� 31．8�
11 ク リ ノ オ ー 牡2栗 55

53 △藤懸 貴志栗本 守氏 谷 潔 浦河 笹地牧場 428－ 6 〃 クビ 165．1�
33 ハイセルフト 牡2青鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 61：24．810 11．4�
（12頭）

57 バーンアウル 牝2鹿 54 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，515，700円 複勝： 50，293，300円 枠連： 8，475，500円
馬連： 28，463，200円 馬単： 23，666，700円 ワイド： 17，269，300円
3連複： 39，166，900円 3連単： 72，248，400円 計： 258，099，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 510円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 270円 �� 610円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 6，450円

票 数

単勝票数 差引計 185157（返還計 8313） 的中 � 98032（1番人気）
複勝票数 差引計 502933（返還計 22124） 的中 � 319974（1番人気）� 35052（3番人気）� 9889（7番人気）
枠連票数 差引計 84755（返還計 7078） 的中 （2－5） 13200（2番人気）
馬連票数 差引計 284632（返還計 57204） 的中 �� 43891（2番人気）
馬単票数 差引計 236667（返還計 46226） 的中 �� 23504（3番人気）
ワイド票数 差引計 172693（返還計 31930） 的中 �� 18537（3番人気）�� 6755（7番人気）�� 2905（13番人気）
3連複票数 差引計 391669（返還計152621） 的中 ��� 14116（6番人気）
3連単票数 差引計 722484（返還計301280） 的中 ��� 8271（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―46．4―58．2―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 2（5，6）（3，4，9，12）8，10，1（11，13） 4 ・（2，6）（9，12）5（3，4）10（1，8）13，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クインズハリジャン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Boot デビュー 2013．9．29 阪神2着

2011．3．16生 牡2黒鹿 母 ベストブート 母母 Bright Tiara 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 バーンアウル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 サウンドカール号の調教師安達昭夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

2805010月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：52．1
1：50．9

不良
不良

33 サトノバリアント 牡2鹿 55 松山 弘平里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 440－ 81：54．5 8．9�
710 ファイヤーロック 牡2黒鹿 55

53 △藤懸 貴志金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 474＋241：55．03 27．2�

812 クァンタムギア 牡2黒鹿55 鮫島 良太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 平取 清水牧場 472± 01：55．1� 2．2�
68 ローゼロッセ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二近藤 克麿氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484－ 21：55．52� 5．5�
56 テイエムゲッタドン 牡2栗 55 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 480＋ 21：56．24 46．1�
45 サザンキング 牡2芦 55 酒井 学南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 462＋ 41：57．15 112．8	
69 アラートミノル 牡2鹿 55 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456－ 61：57．2クビ 23．8

711 シ ゲ ル イ ヨ 牡2黒鹿55 小牧 太森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 536＋ 41：57．83� 12．4�
57 アサケスピカ 牝2黒鹿54 国分 恭介大橋 堯氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 452＋ 81：58．11� 166．7�
44 フェアリースマイル 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 426＋ 6 〃 ハナ 234．7
11 グレイトハスラー 牡2栗 55 高倉 稜小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 462＋ 41：58．31� 6．3�
22 ランズデール 牡2栗 55

54 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 516－ 4 〃 ハナ 30．4�

813 ワードイズボンド 牡2青 55 松田 大作宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 536＋ 81：58．83 8．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，376，700円 複勝： 40，092，200円 枠連： 10，491，400円
馬連： 37，214，000円 馬単： 27，991，200円 ワイド： 19，165，200円
3連複： 54，789，800円 3連単： 96，641，200円 計： 304，761，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 720円 � 120円 枠 連（3－7） 5，800円

馬 連 �� 17，190円 馬 単 �� 28，230円

ワ イ ド �� 3，550円 �� 630円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 10，310円 3 連 単 ��� 76，690円

票 数

単勝票数 計 183767 的中 � 16349（5番人気）
複勝票数 計 400922 的中 � 34196（5番人気）� 8789（9番人気）� 155422（1番人気）
枠連票数 計 104914 的中 （3－7） 1335（15番人気）
馬連票数 計 372140 的中 �� 1598（38番人気）
馬単票数 計 279912 的中 �� 732（66番人気）
ワイド票数 計 191652 的中 �� 1269（32番人気）�� 8017（6番人気）�� 3374（17番人気）
3連複票数 計 547898 的中 ��� 3924（35番人気）
3連単票数 計 966412 的中 ��� 930（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―37．0―50．3―1：03．3―1：16．1―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノバリアント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．1 阪神5着

2011．2．17生 牡2鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー 2戦1勝 賞金 5，700，000円

第４回 京都競馬 第５日



2805110月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時55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

66 メイショウコルノ 牡2黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 514± 01：34．6 6．8�
810 ダンスールクレール 牡2鹿 55 北村 友一有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 5．1�
44 � デ ィ ル ガ 牝2栗 54 松山 弘平前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 460＋ 41：34．7� 1．9�
33 ビタミンエース 牡2鹿 55 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 500± 01：34．91� 9．9�
22 クリノカンパニー 牡2鹿 55 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 474＋ 41：35．0� 14．3�
78 ニホンピロディール 牝2栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 448－ 4 〃 クビ 8．3�
67 ジョーエクスカリバ 牡2鹿 55 小牧 太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 498＋ 61：35．53 16．3	
11 タガノロマリア 牝2栗 54 鮫島 良太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 61：35．92� 206．3

55 コウエイダイオウ 牡2芦 55 藤岡 康太西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 472＋ 41：36．22 52．2�
79 ティエスリーナ 牝2芦 54

53 ☆中井 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 438＋ 21：36．51� 238．2�
811 ジョウショーバジル 牝2鹿 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 450－ 41：36．92� 394．1

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，851，400円 複勝： 46，796，600円 枠連： 8，510，500円
馬連： 39，516，500円 馬単： 30，719，400円 ワイド： 20，627，300円
3連複： 52，543，900円 3連単： 109，357，200円 計： 330，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（6－8） 1，230円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 440円 �� 230円 �� 210円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 228514 的中 � 26554（3番人気）
複勝票数 計 467966 的中 � 58526（3番人気）� 75093（2番人気）� 195089（1番人気）
枠連票数 計 85105 的中 （6－8） 5141（5番人気）
馬連票数 計 395165 的中 �� 18713（6番人気）
馬単票数 計 307194 的中 �� 6156（14番人気）
ワイド票数 計 206273 的中 �� 9963（6番人気）�� 23174（2番人気）�� 27733（1番人気）
3連複票数 計 525439 的中 ��� 48556（1番人気）
3連単票数 計1093572 的中 ��� 9278（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―46．8―58．9―1：11．0―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウコルノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．8．4 小倉3着

2011．3．20生 牡2黒鹿 母 アンノウンウォーターズ 母母 Phantom Creek 4戦1勝 賞金 8，050，000円

2805210月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都4）第5日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4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

79 ニジブルーム 牡5芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 494－103：15．1 3．0�
55 ヤマニンアーマー 牡5鹿 60 白浜 雄造土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466± 03：15．2� 11．0�
33 バードバーニング 牡3鹿 58 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 23：15．41� 3．1�
44 � ジョーマダガスカル 	4鹿 60 田村 太雅上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 502＋ 43：17．6大差 7．7�
810 コウエイレディー 牝3鹿 56 中村 将之西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 458＋163：17．7� 20．5�
67 
 メイショウクロシオ 牡5鹿 60 熊沢 重文松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 486＋ 63：20．1大差 13．0�
78 ラフアウトラウド 牝3栗 56 上野 翔	ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 456＋103：22．1大差 55．5

811 カシノエルフ 牡4栗 60 黒岩 悠柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 488＋ 43：22．95 20．6�
22 アラビアンドラゴン 	3芦 58 五十嵐雄祐吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 426－103：23．75 62．9�
11 アイファーハイカラ 牡6黒鹿60 林 満明中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 470＋ 63：23．8クビ 99．9
66 � イ ン バ ル コ 牡7鹿 60 高田 潤藤田 孟司氏 高橋 亮 米 Takeshi

Fujita 532＋103：29．2大差 6．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 15，305，500円 複勝： 18，854，600円 枠連： 9，201，900円
馬連： 29，003，000円 馬単： 22，548，800円 ワイド： 14，160，200円
3連複： 42，076，800円 3連単： 87，206，600円 計： 238，357，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 200円 � 130円 枠 連（5－7） 1，730円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 450円 �� 170円 �� 470円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 153055 的中 � 40845（1番人気）
複勝票数 計 188546 的中 � 42826（2番人気）� 19350（4番人気）� 45803（1番人気）
枠連票数 計 92019 的中 （5－7） 3945（8番人気）
馬連票数 計 290030 的中 �� 14746（6番人気）
馬単票数 計 225488 的中 �� 7415（6番人気）
ワイド票数 計 141602 的中 �� 6772（5番人気）�� 27023（1番人気）�� 6439（7番人気）
3連複票数 計 420768 的中 ��� 32559（3番人気）
3連単票数 計 872066 的中 ��� 11075（13番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニジブルーム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Caerleon デビュー 2010．10．3 阪神2着

2008．4．26生 牡5芦 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円



2805310月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第5競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：08．0
1：07．8

良
良

67 テイエムナデューラ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 436 ―1：10．0 10．3�
710 マッドアバウトユー 牝2栗 54 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 464 ―1：10．1� 6．7�
44 キュークッキング 牝2黒鹿 54

52 △藤懸 貴志栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 466 ―1：10．2� 12．4�
11 ラガーベルリン 牡2鹿 55 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 450 ― 〃 ハナ 58．9�
68 ア ブ ニ ー ル 牝2鹿 54 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432 ― 〃 クビ 18．9�
56 マイネルプレッジ 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 432 ―1：10．51� 4．2	

55 カシノチャンプ 牝2鹿 54 北村 友一柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 452 ―1：11．13� 20．0

22 ケ レ ス 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 440 ― 〃 クビ 3．4�
79 シゲルヤシュウ 牡2黒鹿55 国分 優作森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 500 ―1：11．31� 18．8�
812 ストレイトウェザー 牡2黒鹿55 国分 恭介吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム 490 ―1：11．83 13．5
811 アキノラブカラー 牝2栗 54 高倉 稜山中 明広氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 440 ―1：12．22� 63．2�
33 メイショウクローバ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 510 ―1：12．62� 7．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，676，600円 複勝： 25，107，300円 枠連： 11，006，200円
馬連： 38，420，700円 馬単： 25，035，400円 ワイド： 17，859，100円
3連複： 53，919，200円 3連単： 90，460，000円 計： 278，484，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 290円 � 210円 � 360円 枠 連（6－7） 1，810円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，220円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 12，390円 3 連 単 ��� 76，920円

票 数

単勝票数 計 166766 的中 � 12762（5番人気）
複勝票数 計 251073 的中 � 22512（4番人気）� 35468（3番人気）� 17121（6番人気）
枠連票数 計 110062 的中 （6－7） 4505（9番人気）
馬連票数 計 384207 的中 �� 8901（14番人気）
馬単票数 計 250354 的中 �� 2076（41番人気）
ワイド票数 計 178591 的中 �� 3406（19番人気）�� 3622（14番人気）�� 3467（18番人気）
3連複票数 計 539192 的中 ��� 3213（52番人気）
3連単票数 計 904600 的中 ��� 868（297番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．6―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．4―46．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムナデューラ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

2011．2．4生 牝2栗 母 レインボーフェロー 母母 アンバーフェロー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2805410月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分（番組第7競走を順序変更） （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

44 タガノギャラクシー 牡3鹿 55 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 530－ 21：52．1 2．7�

11 ラフィングインメイ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B514± 01：52．31� 2．2�

77 トゥヴァビエン 牡3黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 530＋101：53．47 11．8�
66 ラガーライオン 牡3鹿 55 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 478＋ 61：53．82� 6．4�
22 メイショウビリーヴ �4黒鹿57 松山 弘平松本 和子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 456＋ 41：53．9� 92．1�
33 コーディリア 牝4青 55 国分 優作 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 460＋ 21：54．0クビ 19．9	
88 ゴーイングベル 牡3芦 55

52 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498＋ 21：54．1� 10．0

55 テイエムシシーポス 牡3鹿 55 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 474＋ 61：55．37 119．0�
89 	 ガ リ ュ ウ 牡4黒鹿57 難波 剛健佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 B490－ 21：55．4クビ 81．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，561，800円 複勝： 25，556，600円 枠連： 8，447，800円
馬連： 32，245，000円 馬単： 28，888，900円 ワイド： 17，288，000円
3連複： 46，180，800円 3連単： 134，083，100円 計： 312，252，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 190円 枠 連（1－4） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 400円 �� 270円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 195618 的中 � 57723（2番人気）
複勝票数 計 255566 的中 � 61820（2番人気）� 83725（1番人気）� 22725（5番人気）
枠連票数 計 84478 的中 （1－4） 22566（1番人気）
馬連票数 計 322450 的中 �� 88351（1番人気）
馬単票数 計 288889 的中 �� 36389（2番人気）
ワイド票数 計 172880 的中 �� 34713（1番人気）�� 8878（7番人気）�� 14760（4番人気）
3連複票数 計 461808 的中 ��� 60798（2番人気）
3連単票数 計1340831 的中 ��� 36796（7番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―12．6―12．3―12．6―12．4―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．1―49．4―1：02．0―1：14．4―1：26．7―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノギャラクシー 
�
父 アルデバランⅡ 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．8．5 小倉8着

2010．4．4生 牡3鹿 母 タガノレイヤード 母母 タガノファビュラス 15戦2勝 賞金 20，400，000円



2805510月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分（番組第6競走を順序変更） （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 ハーロンベイ 牝3黒鹿53 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 41：11．6 1．4�

46 エーシングランダム 牝4黒鹿55 藤田 伸二�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 506＋ 41：12．23� 33．0�
713 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 472＋ 4 〃 アタマ 17．4�
34 マーティンオート 牝3鹿 53 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 476＋13 〃 アタマ 87．9�
611 サマーハピネス 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 496－101：12．62� 22．9�
35 キセキノハナ 牝4芦 55

53 △藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454＋10 〃 ハナ 33．2	
58 スマートロデム 牝3鹿 53

52 ☆中井 裕二大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社
松田牧場 468＋101：12．81� 233．6


22 ボストンビリーヴ 牝3栗 53 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 456＋ 61：13．01 9．2�
815� スリーアメニティー 牝4鹿 55 岡田 祥嗣永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B468－ 11：13．1� 450．4�
712 セイウンラードゥガ 牝3鹿 53

50 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 440＋ 21：13．73� 27．2
59 ヤマニンエトレンヌ 牝3栗 53 国分 優作土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 476± 01：13．8� 228．9�
610 キャプテンサクラ 牝4栗 55 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 474－10 〃 ハナ 11．6�
23 タイキマーシャ 牝3栗 53

50 ▲森 一馬�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 456＋ 21：13．9クビ 25．5�
11 タガノレオーネ 牝3鹿 53 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488± 01：14．32� 12．5�
814 シャルロッカ 牝3鹿 53

50 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 436± 01：14．93� 103．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，577，100円 複勝： 92，184，200円 枠連： 16，385，200円
馬連： 52，591，500円 馬単： 43，896，800円 ワイド： 28，292，200円
3連複： 76，479，800円 3連単： 167，109，600円 計： 505，516，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 620円 � 320円 枠 連（4－4） 1，670円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 770円 �� 420円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 17，510円

票 数

単勝票数 計 285771 的中 � 162837（1番人気）
複勝票数 計 921842 的中 � 646959（1番人気）� 13335（10番人気）� 29723（5番人気）
枠連票数 計 163852 的中 （4－4） 7266（6番人気）
馬連票数 計 525915 的中 �� 23961（9番人気）
馬単票数 計 438968 的中 �� 14786（10番人気）
ワイド票数 計 282922 的中 �� 8990（9番人気）�� 18102（4番人気）�� 1865（38番人気）
3連複票数 計 764798 的中 ��� 10273（24番人気）
3連単票数 計1671096 的中 ��� 7045（53番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーロンベイ �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．5．25 京都2着

2010．3．2生 牝3黒鹿 母 コージーベイ 母母 Composure 4戦2勝 賞金 15，600，000円
〔制裁〕 シャルロッカ号の騎手城戸義政は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・8番・2番）

2805610月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

79 シャイニーハーツ 牡3栗 55 北村 友一小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 460＋ 62：00．0 11．9�
812 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 松田 大作�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：00．1� 7．4�
68 ミッキータイガー 牡3鹿 55 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：00．2� 11．5�
55 ゴールドテーラー 牝3栗 53 国分 恭介中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 422＋ 22：00．3� 3．3�
22 エーシンハクリュー 牡3芦 55 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 520＋ 6 〃 クビ 2．5�
11 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川須 栄彦近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 494＋242：00．4� 20．2	
56 � レイトライザー 牡3黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 448＋ 62：00．61� 169．2

33 ミッキーサクセス 牡3栗 55 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋182：00．91� 28．5�
67 � アドマイヤアロング 牝5黒鹿55 国分 優作近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 57．3�
710 ウインクルキラリ 牝3栗 53 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 474－ 22：01．0クビ 12．8
811 メイショウデビッド 	4鹿 57

55 △藤懸 貴志松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 468－ 22：01．42� 292．1�
44 ダイシンブラック 牡4鹿 57 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 504＋202：02．14 18．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，460，100円 複勝： 44，517，200円 枠連： 14，879，100円
馬連： 61，855，500円 馬単： 43，010，100円 ワイド： 29，938，400円
3連複： 86，472，300円 3連単： 174，579，100円 計： 481，711，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 330円 � 240円 � 320円 枠 連（7－8） 1，840円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，330円 �� 980円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 68，610円

票 数

単勝票数 計 264601 的中 � 17539（5番人気）
複勝票数 計 445172 的中 � 34635（5番人気）� 52414（3番人気）� 36271（4番人気）
枠連票数 計 148791 的中 （7－8） 5992（8番人気）
馬連票数 計 618555 的中 �� 13448（13番人気）
馬単票数 計 430101 的中 �� 4491（25番人気）
ワイド票数 計 299384 的中 �� 7188（14番人気）�� 5474（16番人気）�� 7611（12番人気）
3連複票数 計 864723 的中 ��� 6519（33番人気）
3連単票数 計1745791 的中 ��� 1878（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―37．7―50．5―1：02．0―1：13．6―1：25．2―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．10．14 京都4着

2010．4．2生 牡3栗 母 ダイタクアズミット 母母 スプリングネヴァー 9戦2勝 賞金 17，600，000円
〔制裁〕 メイショウデビッド号の騎手藤懸貴志は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）



2805710月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第9競走 ��1，200�
ま る や ま

円 山 特 別
発走14時25分 （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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

24 マルヴァーンヒルズ 牡3鹿 55 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516＋ 21：11．2 4．5�

12 ミッキーホワイト 牡5黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494± 01：11．3� 9．5�
816 カリスマサンスカイ 牡5鹿 57 国分 優作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B516＋ 2 〃 ハナ 6．6�
35 � エーシンレンジャー 牡3栗 55 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 506＋101：11．4� 4．6�
23 ミラクルルーマー 牡3芦 55 藤岡 康太阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 532＋ 41：11．5クビ 11．8�
612 ガ ク ニ ホ シ 牡7鹿 57 池添 謙一矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 488－ 21：11．6� 105．9	
510� ミリアグラシア 牝3栗 53 松田 大作杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 490± 0 〃 ハナ 9．1

611 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 川須 栄彦山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 500－ 6 〃 ハナ 21．0�
47 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿57 国分 恭介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 470－ 4 〃 ハナ 13．8�
36 サ ン レ ー ン 牝3鹿 53 森 一馬 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 4 〃 ハナ 10．1
713 シゲルオウシザ 牡3栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 516± 0 〃 アタマ 177．7�
59 � アテーナーズブレス 牝5鹿 55 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 470＋ 61：11．7クビ 37．5�
714 アフリカンハンター 牡5栗 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 500－ 41：12．12� 31．2�
48 ミヤジシェンロン 牡6鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド 468＋ 61：12．31	 34．3�
11 キンシザイル 牡4鹿 57 高倉 稜若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 478－ 61：12．4� 31．8�
815 ドリームハヤテ 牡3鹿 55 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 498＋101：12．93 51．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，560，000円 複勝： 59，996，100円 枠連： 27，815，400円
馬連： 95，637，300円 馬単： 52，595，000円 ワイド： 46，835，800円
3連複： 141，443，300円 3連単： 226，322，500円 計： 682，205，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 350円 � 250円 枠 連（1－2） 1，140円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 800円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 36，350円

票 数

単勝票数 計 315600 的中 � 55292（1番人気）
複勝票数 計 599961 的中 � 105017（1番人気）� 38742（7番人気）� 62859（3番人気）
枠連票数 計 278154 的中 （1－2） 18164（4番人気）
馬連票数 計 956373 的中 �� 24599（10番人気）
馬単票数 計 525950 的中 �� 7558（16番人気）
ワイド票数 計 468358 的中 �� 9798（11番人気）�� 14839（3番人気）�� 9032（15番人気）
3連複票数 計1414433 的中 ��� 15228（16番人気）
3連単票数 計2263225 的中 ��� 4595（74番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．8―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．4―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．6
3 ・（15，11）（6，4，10）（3，5，8）（2，9，12）－（1，7，16）－14，13 4 ・（15，11）（6，4，10）（3，5，8）（2，9，12）（1，7，16）（14，13）

勝馬の
紹 介

マルヴァーンヒルズ �
�
父 Street Sense �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2012．9．15 阪神1着

2010．2．8生 牡3鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 6戦3勝 賞金 37，545，000円
［他本会外：1戦0勝］

2805810月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第10競走 ��1，800�
ほ り か わ

堀 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

89 ディアデラマドレ 牝3鹿 53 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：47．0 4．1�
810 エアジェルブロワ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：47．21� 3．3�
44 ウインミーティア 牝4栗 55 北村 友一�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 アタマ 17．7�
55 クイーンリヴィエラ 牝4黒鹿55 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 424－ 81：47．41� 8．7�
77 ラシンティランテ 牝4栗 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 アタマ 8．1	
78 タガノルミナーレ 牝4黒鹿55 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 41：47．5� 36．3

66 デルマイザナミ 牝4鹿 55 和田 竜二浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 448－ 41：47．6� 27．2�
11 イリュミナンス 牝3鹿 53 松田 大作中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474± 0 〃 クビ 3．3�
33 アドマイヤイチバン 牝3青鹿53 小牧 太近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 462＋ 41：48．02� 26．6
22 ユースティティア 牝5青鹿55 川島 信二前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 488＋ 41：48．1� 144．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，013，500円 複勝： 64，922，100円 枠連： 24，225，800円
馬連： 108，308，600円 馬単： 70，425，400円 ワイド： 43，278，900円
3連複： 135，168，100円 3連単： 310，435，200円 計： 799，777，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 420円 枠 連（8－8） 590円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 310円 �� 960円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 12，320円

票 数

単勝票数 計 430135 的中 � 84624（3番人気）
複勝票数 計 649221 的中 � 115215（3番人気）� 151089（2番人気）� 28815（7番人気）
枠連票数 計 242258 的中 （8－8） 30360（2番人気）
馬連票数 計1083086 的中 �� 112671（2番人気）
馬単票数 計 704254 的中 �� 41203（3番人気）
ワイド票数 計 432789 的中 �� 38968（2番人気）�� 10370（14番人気）�� 11376（10番人気）
3連複票数 計1351681 的中 ��� 30655（12番人気）
3連単票数 計3104352 的中 ��� 18602（35番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．5―12．8―12．0―11．5―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．7―48．2―1：01．0―1：13．0―1：24．5―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアデラマドレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神1着

2010．2．22生 牝3鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 6戦3勝 賞金 28，831，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



2805910月14日 晴 良 （25京都4）第5日 第11競走 ��1，600�
きよみず

清水ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，24．10．13以降25．10．6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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

35 ウインプリメーラ 牝3黒鹿52 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 41：32．8 5．2�
12 ノーブルディード 牡5黒鹿55 酒井 学 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：33．01� 18．1�
59 ティアップゴールド 牡7鹿 55 太宰 啓介田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 476＋ 21：33．1� 98．5�
815 アドマイヤドバイ 牡3鹿 54 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452± 0 〃 アタマ 2．2�
23 アルティシムス 牡5鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：33．31� 16．6	
47 シルクドリーマー 牡4鹿 55 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 476＋ 6 〃 アタマ 5．9

611 テーオーケンジャ 牡6栗 54 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 508＋101：33．51� 139．9�
36 ベストクルーズ 牝6芦 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 440± 01：33．6� 55．1�
24 プリンセスジャック 牝3栗 52 川島 信二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 478± 0 〃 クビ 11．6
11 マ イ ネ マ オ 牝5鹿 51 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 508－ 21：33．7クビ 66．3�
510 トーホウストロング 牡5黒鹿54 松山 弘平東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 488＋ 4 〃 ハナ 40．5�
816 バッドボーイ 牡3鹿 54 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 506＋12 〃 クビ 9．8�
714 サカジロロイヤル 牡5黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508＋ 41：33．8� 85．9�
612� タマモマーブル 	5栗 55 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 480＋ 61：34．01� 29．0�
48 オールアズワン 牡5黒鹿56 松田 大作宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 494＋ 61：34．21� 96．1�
713
 キョウエイバサラ 牡5芦 54 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 516＋ 61：35．15 108．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，536，600円 複勝： 87，642，600円 枠連： 49，845，600円
馬連： 212，262，600円 馬単： 125，898，400円 ワイド： 73，246，500円
3連複： 304，348，800円 3連単： 622，634，200円 計： 1，532，415，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 240円 � 600円 � 1，730円 枠 連（1－3） 3，240円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 5，310円 �� 12，120円

3 連 複 ��� 90，320円 3 連 単 ��� 389，090円

票 数

単勝票数 計 565366 的中 � 86830（2番人気）
複勝票数 計 876426 的中 � 115840（2番人気）� 36674（7番人気）� 11508（13番人気）
枠連票数 計 498456 的中 （1－3） 11367（12番人気）
馬連票数 計2122626 的中 �� 41809（14番人気）
馬単票数 計1258984 的中 �� 12501（24番人気）
ワイド票数 計 732465 的中 �� 13866（15番人気）�� 3359（50番人気）�� 1458（76番人気）
3連複票数 計3043488 的中 ��� 2487（175番人気）
3連単票数 計6226342 的中 ��� 1181（740番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．1―47．1―58．5―1：09．8―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．3
3 9－2－5（1，3，14）（11，15）（6，16）（7，10）－12（4，13）8 4 9，2－5（1，3，14）15（11，6，16）（7，10）－（4，12）（8，13）

勝馬の
紹 介

ウインプリメーラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．15 阪神2着

2010．4．4生 牝3黒鹿 母 エリモプリティー 母母 ストックスアップ 10戦2勝 賞金 59，490，000円

2806010月14日 晴 良 （25京都4）第5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

611� セ イ ラ 牝4栗 55 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 448＋ 21：24．3 11．5�
816 ヒシアメジスト 牝3鹿 53

50 ▲岩崎 翼阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 436＋ 41：24．4� 27．1�
713 セトノミッシー 牝3鹿 53 酒井 学難波 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 432± 01：24．5クビ 22．3�
11 � ライオンズバイツ 牡3鹿 55 秋山真一郎中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 460－ 21：24．6	 5．9�
612 シゲルケンシン 牡6鹿 57 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 470－ 41：25．02	 20．6�
35 � ナリタマクリス 牡4栗 57

56 ☆菱田 裕二�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 426± 01：25．21
 266．3	
12 スマートマーズ 牡4栗 57 北村 友一大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 462＋ 6 〃 アタマ 59．6

47 � オ オ ミ カ ミ 牡4栃栗57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. 500＋ 6 〃 ハナ 17．6�
714 ヴ ィ ジ ャ イ 牡5鹿 57 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 508－ 4 〃 クビ 8．2�
815 アテンファースト 牡3栗 55 太宰 啓介玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 468± 0 〃 ハナ 49．8
23 � コズミックショア 牝3鹿 53 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 470＋101：25．52 4．4�
24 ハ ヤ ブ サ 牡4鹿 57 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 464－ 4 〃 ハナ 3．4�
36 � アイアンブロー 牡5芦 57 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 浦河 田中スタッド 490＋ 81：25．71
 222．0�
510� トーコーレガーロ 牡4鹿 57 松田 大作森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：25．8	 42．1�
59 アドマイヤスパーズ 牡3鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 482＋ 81：26．33 11．6�
48 ヴ ェ ル ー テ 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 410＋ 41：26．4� 99．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，888，600円 複勝： 61，421，700円 枠連： 39，800，900円
馬連： 115，061，600円 馬単： 70，335，800円 ワイド： 49，242，300円
3連複： 165，948，200円 3連単： 308，253，300円 計： 850，952，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 450円 � 950円 � 660円 枠 連（6－8） 4，960円

馬 連 �� 20，550円 馬 単 �� 42，240円

ワ イ ド �� 6，500円 �� 3，490円 �� 5，250円

3 連 複 ��� 99，900円 3 連 単 ��� 681，120円

票 数

単勝票数 計 408886 的中 � 28218（5番人気）
複勝票数 計 614217 的中 � 38575（7番人気）� 16329（10番人気）� 24248（9番人気）
枠連票数 計 398009 的中 （6－8） 5932（20番人気）
馬連票数 計1150616 的中 �� 4133（54番人気）
馬単票数 計 703358 的中 �� 1229（111番人気）
ワイド票数 計 492423 的中 �� 1857（63番人気）�� 3498（43番人気）�� 2306（55番人気）
3連複票数 計1659482 的中 ��� 1226（219番人気）
3連単票数 計3082533 的中 ��� 334（1360番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．3―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セ イ ラ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス

2009．4．19生 牝4栗 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ 14戦2勝 賞金 20，790，000円
地方デビュー 2011．10．6 門別

※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 メイショウアルザス号

４レース目



（25京都4）第5日 10月14日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

198，350，000円
9，650，000円
1，350，000円
17，820，000円
56，570，500円
4，508，200円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
338，323，600円
617，384，500円
229，085，300円
850，579，500円
565，011，900円
377，203，200円
1，198，537，900円
2，399，330，400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 6，575，456，300円

総入場人員 19，868名 （有料入場人員 17，910名）
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