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2808510月26日 晴 重 （25京都4）第8日 第1競走 ��
��1，400�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
1：20．6
1：20．3

良
良

812 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 410－ 81：22．2 2．1�
44 � コスモグラウベ 牡2黒鹿55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 442＋ 61：22．41� 6．7�
（仏）

22 リヴィアード 牡2鹿 55 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－141：22．61� 8．3�

710� コスモグラフィティ 牡2鹿 55 I．メンディザバル �ビッグレッドファーム 宮 徹 加 Josham Farms
Limited 500＋ 61：22．92 6．3�

（仏）

68 サウンドカール 牡2青鹿55 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 446＋ 41：23．21	 17．0	
711 リングランドムーン 牡2鹿 55 北村 友一蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 494＋ 2 〃 クビ 12．8

57 エイシンドルチェ 牝2鹿 54 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 434－121：23．3
 30．8�
45 ア ブ ニ ー ル 牝2鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 21：23．72
 24．8�
33 ウイングリッター 牡2鹿 55 松山 弘平�ウイン 中村 均 むかわ 市川牧場 486＋ 21：23．8クビ 171．8
69 カ ツ ザ ク ラ 牡2栗 55 国分 恭介北側 雅勝氏 村山 明 浦河 丸村村下

ファーム 450－ 21：24．12 270．1�
11 インペリアルブルー 牡2栗 55 幸 英明 �ブルーマネジメント牧田 和弥 新ひだか 本桐牧場 432± 01：24．2
 13．0�
813 シュンブレイン 牡2栗 55 内田 博幸石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 476＋ 41：24．3
 40．1�
56 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 434＋ 4 〃 クビ 32．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，997，500円 複勝： 33，788，200円 枠連： 9，394，400円
馬連： 35，173，700円 馬単： 24，648，200円 ワイド： 20，264，900円
3連複： 51，541，300円 3連単： 83，475，100円 計： 275，283，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 200円 � 200円 枠 連（4－8） 670円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 420円 �� 430円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 計 169975 的中 � 64666（1番人気）
複勝票数 計 337882 的中 � 118417（1番人気）� 34970（4番人気）� 35933（3番人気）
枠連票数 計 93944 的中 （4－8） 10411（2番人気）
馬連票数 計 351737 的中 �� 28552（3番人気）
馬単票数 計 246482 的中 �� 13333（3番人気）
ワイド票数 計 202649 的中 �� 12335（2番人気）�� 12057（3番人気）�� 5974（9番人気）
3連複票数 計 515413 的中 ��� 17473（3番人気）
3連単票数 計 834751 的中 ��� 8194（7番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．1―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．6―46．7―58．7―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インヴォーク �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．6 京都2着

2011．3．31生 牝2栗 母 チアフルスマイル 母母 ゴールデンカラーズ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 インペリアルブルー号は，発進不良〔内側に逃避〕。
※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。

2808610月26日 晴 重 （25京都4）第8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

710 グラナディラ 牝2鹿 54 幸 英明水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 514± 01：12．0 1．5�
69 タガノエークラス 牡2栗 55 浜中 俊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 2 〃 クビ 12．0�
68 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 452＋ 21：12．1クビ 141．3�
22 ハピネスイズヒア 牡2栗 55 武 豊阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 448± 01：12．31� 7．1�
44 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 492＋ 4 〃 ハナ 8．6�
45 テイエムファラオ 牡2栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 472＋ 21：12．51� 221．1	
813 ゼンノステルス 牡2芦 55 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 460± 01：12．6� 17．2

11 シゲルハリマ 牡2栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 498± 01：13．23� 68．4�
812 ドナプロミス 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 442± 01：13．62� 26．9�
57 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 470－101：13．7� 221．1	
711 テイエムガーネット 牝2黒鹿 54

51 ▲森 一馬竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 480＋ 61：14．33� 349．5
56 サチノクイーン 牝2鹿 54 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B460＋ 61：15．57 11．0�
33 ティーエスキセキ 牡2鹿 55 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 492－161：15．6� 276．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，465，600円 複勝： 84，927，000円 枠連： 8，310，400円
馬連： 34，181，000円 馬単： 31，588，500円 ワイド： 20，315，600円
3連複： 50，622，300円 3連単： 113，857，400円 計： 363，267，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 310円 � 1，840円 枠 連（6－7） 640円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，480円 �� 7，610円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 27，750円

票 数

単勝票数 計 194656 的中 � 107859（1番人気）
複勝票数 計 849270 的中 � 606794（1番人気）� 28640（4番人気）� 3732（9番人気）
枠連票数 計 83104 的中 （6－7） 9636（4番人気）
馬連票数 計 341810 的中 �� 35618（3番人気）
馬単票数 計 315885 的中 �� 23189（3番人気）
ワイド票数 計 203156 的中 �� 16132（3番人気）�� 1889（23番人気）�� 603（36番人気）
3連複票数 計 506223 的中 ��� 3011（27番人気）
3連単票数 計1138574 的中 ��� 3028（81番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．1―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―46．8―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．3
3 ・（6，9，10）（2，13）4，1－8－5－11－12－7－3 4 ・（9，10）（6，13）（2，4）（1，8）5＝11－12，7－3

勝馬の
紹 介

グラナディラ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．7．6 中京2着

2011．4．6生 牝2鹿 母 グリッツェルン 母母 シンモーション 5戦1勝 賞金 13，100，000円

第４回 京都競馬 第８日



2808710月26日 晴 重 （25京都4）第8日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11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

22 マコトサダイジン 牡2栗 55 蛯名 正義�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 21：36．3 12．0�
712 ラ デ ィ ウ ス 牡2鹿 55 M．デムーロ名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 442－ 4 〃 ハナ 8．0�

（仏）

711 トウキョウタフガイ 牡2鹿 55 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 464＋ 41：36．61� 1．5�
46 ルールビクトリア 牝2栗 54 北村 友一儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 476－ 41：36．92 10．6�
34 オーディンバローズ 牡2青鹿55 岩田 康誠猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 492－ 21：37．0� 13．0�
58 ガ ル グ イ ユ 牡2栗 55 福永 祐一杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 498－ 61：37．74 14．9	
57 コウユーユメノホシ 牡2鹿 55

52 ▲岩崎 翼加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 田上 勝雄 458＋101：37．91 162．4

33 ラッキーハンター 牡2栗 55 幸 英明西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 480－ 41：38．0� 13．4�
11 ジョウショーノブシ 牡2鹿 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 472± 01：38．1� 392．9�
814 クリノフクロクジュ 牡2黒鹿 55

52 ▲森 一馬栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 450± 01：38．2クビ 91．3
45 カイザーヴァルツァ �2黒鹿55 秋山真一郎有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：38．52 36．8�
69 モネノカガヤキ 牝2芦 54 池添 謙一�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 436－ 21：38．71� 280．0�
813 カゼヲアツメテ 牡2黒鹿55 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 444＋ 61：38．9� 205．8�
610 サージェントペパー 牡2鹿 55 和田 竜二薪浦 亨氏 小原伊佐美 日高 下川 茂広 498± 01：39．22 57．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，387，100円 複勝： 73，349，500円 枠連： 11，206，100円
馬連： 39，663，300円 馬単： 32，691，900円 ワイド： 22，647，900円
3連複： 58，372，700円 3連単： 110，832，800円 計： 370，151，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 310円 � 170円 � 110円 枠 連（2－7） 1，030円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 8，000円

ワ イ ド �� 900円 �� 460円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 21，720円

票 数

単勝票数 計 213871 的中 � 14054（4番人気）
複勝票数 計 733495 的中 � 23536（6番人気）� 61671（2番人気）� 473468（1番人気）
枠連票数 計 112061 的中 （2－7） 8071（5番人気）
馬連票数 計 396633 的中 �� 8571（10番人気）
馬単票数 計 326919 的中 �� 3017（22番人気）
ワイド票数 計 226479 的中 �� 5465（9番人気）�� 11781（6番人気）�� 27153（1番人気）
3連複票数 計 583727 的中 ��� 21948（7番人気）
3連単票数 計1108328 的中 ��� 3766（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．8―48．1―1：00．6―1：12．8―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．7
3 7（12，11）（2，13）（6，10）（4，9）8（1，3，14）5 4 7（12，11）（2，10，13）6（4，8）（3，9）（1，14）－5

勝馬の
紹 介

マコトサダイジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 小倉8着

2011．3．29生 牡2栗 母 マコトマンリョウ 母母 マイサクセション 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 クリノフクロクジュ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

2808810月26日 晴 重 （25京都4）第8日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時30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
1：20．6
1：20．3

良
良

47 ダンツキャンサー 牝2黒鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：23．3 28．8�
48 ホッコーサラスター 牝2鹿 54 池添 謙一矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 462 ―1：23．51� 3．6�
611 チャオプラヤ 牝2鹿 54 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 430 ―1：23．71� 16．5�
24 プリティブルー 牝2青鹿54 和田 竜二長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 456 ―1：24．01� 95．5�
612 エイシンオーキッド 牝2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 470 ― 〃 ハナ 16．5�
714 タガノトラベラー 牝2鹿 54 吉田 豊八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446 ―1：24．1クビ 14．7	
715 レーヌネサンス 牝2栗 54 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：24．31� 51．5

816 エイコーンウィル 牝2黒鹿54 福永 祐一 �ローレルレーシング 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 436 ― 〃 クビ 3．0�
11 ヴェイルオブクララ 牝2栗 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 424 ―1：24．51 22．3�
818 ワ デ ィ 牝2栗 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ― 〃 クビ 11．0
817 ラガーリンドー 牝2鹿 54 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 440 ―1：24．81� 47．9�
23 テイエムデザイヤー 牝2栗 54 酒井 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 436 ―1：24．9� 15．3�
36 メイショウヴェスタ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 436 ― 〃 クビ 66．8�
59 クニサキオペラ 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 448 ― 〃 ハナ 94．7�
713 パンズラビリンス 牝2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 442 ―1：25．11� 36．8�
35 スズカビーム 牝2鹿 54 I．メンディザバル 永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 444 ―1：25．52� 36．9�

（仏）

12 トウケイスペシャル 牝2黒鹿54 国分 恭介木村 信彦氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 420 ―1：26．24 46．3�
510 フェアリーミラクル 牝2鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 422 ―1：27．69 13．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，735，900円 複勝： 27，059，000円 枠連： 14，915，600円
馬連： 34，535，300円 馬単： 23，023，100円 ワイド： 18，676，300円
3連複： 49，037，700円 3連単： 63，734，900円 計： 246，717，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 570円 � 190円 � 500円 枠 連（4－4） 5，540円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 10，950円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 5，520円 �� 910円

3 連 複 ��� 22，670円 3 連 単 ��� 204，510円

票 数

単勝票数 計 157359 的中 � 4311（10番人気）
複勝票数 計 270590 的中 � 10814（10番人気）� 48377（2番人気）� 12582（8番人気）
枠連票数 計 149156 的中 （4－4） 1987（21番人気）
馬連票数 計 345353 的中 �� 5085（16番人気）
馬単票数 計 230231 的中 �� 1552（34番人気）
ワイド票数 計 186763 的中 �� 2822（15番人気）�� 804（62番人気）�� 5278（5番人気）
3連複票数 計 490377 的中 ��� 1597（68番人気）
3連単票数 計 637349 的中 ��� 230（554番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．8―1：00．1―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．5
3 7（12，17）（8，16，11）18，4，14（1，15）（9，5，13）（3，6）2－10 4 7（12，17）（8，11）（16，18）（4，15）14，1（5，13）（9，6）3－2，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツキャンサー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2011．2．4生 牝2黒鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 1戦1勝 賞金 7，000，000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 タマモチョコパフェ号・パーティードレス号・メイショウコハル号
※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。



2808910月26日 晴 重 （25京都4）第8日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時20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
2：00．7
1：59．9

良
良

810 モンドシャルナ 牡2鹿 55 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446 ―2：05．5 1．3�
811 グロリアスカフェ 牡2黒鹿55 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 486 ―2：05．6� 11．1�
78 ミヤビジャスパー 牡2鹿 55 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 500 ―2：05．91� 19．0�
22 ミヤジディーノ 牡2鹿 55 M．デムーロ曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 470 ―2：06．53� 18．3�

（仏）

79 ウイントゥモロー 牡2黒鹿55 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 500 ―2：06．6� 65．1�
66 ヨッテウタッテ 牝2鹿 54 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 462 ― 〃 クビ 17．6	
11 ブレイズゴールド 牡2鹿 55 I．メンディザバル 
キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492 ―2：06．7クビ 8．8�

（仏）

44 エネミーゼロ 牡2鹿 55 内田 博幸前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462 ―2：06．91� 48．6�

55 シュネークリスタル 牡2鹿 55 岩田 康誠吉田 正志氏 松田 国英 安平 追分ファーム 488 ― 〃 クビ 23．4
67 マルカブラン 牡2芦 55 四位 洋文河長産業� 増本 豊 様似 猿倉牧場 496 ―2：07．96 94．0�
33 ブリーズラプソディ 牝2青鹿54 浜中 俊有限会社シルク庄野 靖志 日高 メイプルファーム 462 ―2：08．43 43．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，237，400円 複勝： 90，541，500円 枠連： 10，310，900円
馬連： 40，863，000円 馬単： 41，590，800円 ワイド： 22，564，600円
3連複： 54，320，900円 3連単： 131，553，300円 計： 425，982，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 190円 � 290円 枠 連（8－8） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 210円 �� 360円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計 342374 的中 � 212581（1番人気）
複勝票数 計 905415 的中 � 671134（1番人気）� 49866（3番人気）� 26090（6番人気）
枠連票数 計 103109 的中 （8－8） 15630（2番人気）
馬連票数 計 408630 的中 �� 63770（1番人気）
馬単票数 計 415908 的中 �� 52992（1番人気）
ワイド票数 計 225646 的中 �� 31753（1番人気）�� 15247（4番人気）�� 3659（15番人気）
3連複票数 計 543209 的中 ��� 18661（7番人気）
3連単票数 計1315533 的中 ��� 20474（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．3―13．1―13．2―13．6―13．3―12．5―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．5―50．6―1：03．8―1：17．4―1：30．7―1：43．2―1：54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F34．8
1
3
11（1，6）9（3，4）－8，10，2，7，5
11，6（1，9）（4，8）（3，10）7（2，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンドシャルナ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao 初出走

2011．3．7生 牡2鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ヤマノウィザード号（疾病〔左飛節部フレグモーネ〕のため）
※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。

2809010月26日 曇 重 （25京都4）第8日 第6競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

重
不良

510 アルボナンザ 牝3栗 53 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 464－ 21：22．9 18．0�
12 セトノミッシー 牝3鹿 53 幸 英明難波 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 436＋ 41：23．11� 27．2�
59 ステイウェル 牡3黒鹿55 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 486－ 2 〃 ハナ 9．2�
48 シゲルケンシン 牡6鹿 57 内田 博幸森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 474＋ 4 〃 クビ 86．9�
23 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 452＋ 41：23．31 2．6	
714 ゼロワンシンジロー 牡4鹿 57 浜中 俊国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 470＋ 21：23．51� 5．9

11 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 498－ 2 〃 アタマ 5．9�
815 ケイティープライド 牡3鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480－ 21：23．71� 10．0�
35 サイズミックレディ 牝5鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B508＋ 61：23．91� 16．9
713� サウンドブレーヴ 牡4栗 57 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 490＋ 41：24．0クビ 174．2�
24 スリーフォスター 牡3黒鹿 55

52 ▲森 一馬永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B460± 01：24．1� 188．1�
36 メイショウアルザス 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 466± 01：24．31� 62．5�
611 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± 01：24．72� 27．4�
612 メイショウユキチ 牡3鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 490＋ 41：25．23 13．4�
816 テイエムチカラ 牡3栗 55 酒井 学竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 492－101：27．0大差 58．5�
47 グロシュラライト 牡3黒鹿55 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 440－ 21：29．6大差 84．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，505，500円 複勝： 47，808，400円 枠連： 16，528，900円
馬連： 51，969，400円 馬単： 30，309，600円 ワイド： 29，370，000円
3連複： 78，440，200円 3連単： 108，787，900円 計： 388，719，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 510円 � 560円 � 310円 枠 連（1－5） 1，480円

馬 連 �� 14，810円 馬 単 �� 20，360円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 1，850円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 36，340円 3 連 単 ��� 232，040円

票 数

単勝票数 計 255055 的中 � 11167（8番人気）
複勝票数 計 478084 的中 � 23914（7番人気）� 21289（9番人気）� 45279（4番人気）
枠連票数 計 165289 的中 （1－5） 8292（7番人気）
馬連票数 計 519694 的中 �� 2591（46番人気）
馬単票数 計 303096 的中 �� 1099（73番人気）
ワイド票数 計 293700 的中 �� 2011（41番人気）�� 3955（23番人気）�� 2604（34番人気）
3連複票数 計 784402 的中 ��� 1593（108番人気）
3連単票数 計1087879 的中 ��� 346（692番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．7―11．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．1―57．9―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルボナンザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．6．30 函館3着

2010．3．25生 牝3栗 母 エスジーボナンザ 母母 エスジービアンカ 13戦2勝 賞金 26，740，000円
〔発走状況〕 メイショウユキチ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グロシュラライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月26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。
（非当選馬） 1頭 グレートエンジェル号



2809110月26日 晴 重 （25京都4）第8日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

45 ラローザブル 牡3栗 55 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B500＋ 41：49．7 4．9�
56 ルスナイスナイパー 牡4栗 57 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 452＋ 21：50．01� 8．5�
11 カーティスバローズ 牡3鹿 55 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 500＋ 41：50．42� 2．6�
813� サカジロスイセイ 牡4鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 486＋ 21：50．5� 129．4�
33 サダムダイジョウブ 牡3青 55 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 41：50．6� 3．2�
22 カノヤプレジデント 	3鹿 55 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 484± 0 〃 アタマ 26．4	
711 タマモプラネット 牡3芦 55 水口 優也タマモ
 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 480＋101：50．81 25．0�
69 エリモフラッシュ 牡4栗 57 松山 弘平山本 慎一氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 454＋ 81：51．22� 52．6�
57 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 55 福永 祐一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 478－ 41：52．15 34．9
68 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 510＋ 61：52．2� 297．9�
710� ヒデサンスピリット 牡3栗 55 岩田 康誠井之口二三雄氏 清水 出美 浦河 富田牧場 508＋101：53．69 14．3�
44 テイエムオオラジャ 牡3鹿 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 536＋101：54．13 129．9�
812 サンデーコア 	4黒鹿57 藤田 伸二坂本 肇氏 増本 豊 新冠 川上牧場 516＋ 41：55．05 85．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，913，400円 複勝： 39，760，000円 枠連： 12，761，900円
馬連： 52，695，900円 馬単： 34，722，600円 ワイド： 26，503，700円
3連複： 71，514，300円 3連単： 122，112，300円 計： 386，984，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 200円 � 130円 枠 連（4－5） 1，580円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 630円 �� 260円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 9，960円

票 数

単勝票数 計 269134 的中 � 44134（3番人気）
複勝票数 計 397600 的中 � 66133（3番人気）� 42046（4番人気）� 109007（1番人気）
枠連票数 計 127619 的中 （4－5） 5989（8番人気）
馬連票数 計 526959 的中 �� 21466（7番人気）
馬単票数 計 347226 的中 �� 7947（12番人気）
ワイド票数 計 265037 的中 �� 9357（8番人気）�� 28794（2番人気）�� 15929（5番人気）
3連複票数 計 715143 的中 ��� 42074（3番人気）
3連単票数 計1221123 的中 ��� 9050（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．1―48．3―1：00．3―1：12．4―1：24．8―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラローザブル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．5．20生 牡3栗 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 13戦2勝 賞金 26，881，000円
〔その他〕 サンデーコア号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデーコア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月26日まで平地競

走に出走できない。

2809210月26日 晴 重 （25京都4）第8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）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：21．9
1：21．5

重
不良

23 シルヴァーグレイス 牝3鹿 53 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B452± 01：23．2 4．8�
35 テーオーレイチェル 牝3芦 53 川田 将雅小笹 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± 0 〃 クビ 5．9�
11 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 浜中 俊�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 478＋101：23．52 6．2�
610� 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 450＋ 21：23．6� 16．5�
34 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 酒井 学吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 440± 01：23．81� 126．5�
46 タガノハピネス 牝3鹿 53 国分 恭介八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 4 〃 クビ 38．2	
611 タイキソレイユ 牝4黒鹿55 福永 祐一�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458± 01：23．9クビ 4．5

22 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 北村 友一松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 464＋ 61：24．0	 18．3�
713 ハナズインパルス 牝3黒鹿53 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 476＋ 4 〃 ハナ 8．3
814� アートオブビーン 牝6鹿 55 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 472＋ 61：24．21� 71．6�
58 ワンダースキー 牝6栗 55 幸 英明山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 498＋ 4 〃 アタマ 8．4�
59 シゲルアケビ 牝4鹿 55 和田 竜二森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 470＋ 4 〃 アタマ 25．1�
815� タンスチョキン 牝3鹿 53 国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 460＋ 61：24．3クビ 35．8�
47 ブライトポジー 牝4鹿 55

52 ▲森 一馬�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 438＋ 4 〃 クビ 100．4�
712 キークッキー 牝3鹿 53 太宰 啓介北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 480－ 61：24．61	 63．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，022，100円 複勝： 47，819，200円 枠連： 16，773，000円
馬連： 63，316，500円 馬単： 35，824，200円 ワイド： 29，687，800円
3連複： 90，167，600円 3連単： 134，947，800円 計： 444，558，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 200円 � 190円 枠 連（2－3） 1，480円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 640円 �� 710円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 18，790円

票 数

単勝票数 計 260221 的中 � 42728（2番人気）
複勝票数 計 478192 的中 � 64028（3番人気）� 63229（4番人気）� 67003（2番人気）
枠連票数 計 167730 的中 （2－3） 8383（8番人気）
馬連票数 計 633165 的中 �� 28840（4番人気）
馬単票数 計 358242 的中 �� 8071（9番人気）
ワイド票数 計 296878 的中 �� 11612（4番人気）�� 10362（8番人気）�� 10511（7番人気）
3連複票数 計 901676 的中 ��� 20667（5番人気）
3連単票数 計1349478 的中 ��� 5302（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．4―47．5―59．5―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーグレイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2013．2．2 東京3着

2010．3．4生 牝3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 8戦3勝 賞金 26，300，000円



2809310月26日 晴 稍重 （25京都4）第8日 第9競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス
発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．7
1：46．0

良
良

11 デリッツァリモーネ 牡2鹿 55 I．メンディザバル �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋101：48．4 10．7�

（仏）

44 ワンアンドオンリー 牡2黒鹿55 国分 優作�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋ 6 〃 ハナ 18．7�

77 フェルメッツァ 牡2鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋ 41：48．61� 7．1�

55 シャンパーニュ 牡2芦 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 480± 01：48．81	 27．4�
22 サトノスーペリア 牡2黒鹿55 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 462＋ 41：49．12 44．7	
33 レーヴデトワール 牝2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 ハナ 2．1

89 ウ メ 牝2栗 54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 440± 01：49．41
 97．1�
88 プリンスダム 牡2黒鹿55 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 6．9�
66 アグネスドリーム 牡2黒鹿55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 460－ 61：49．5クビ 3．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，268，800円 複勝： 70，962，300円 枠連： 13，732，800円
馬連： 83，407，000円 馬単： 60，332，500円 ワイド： 36，297，500円
3連複： 102，910，900円 3連単： 247，207，300円 計： 663，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 330円 � 370円 � 230円 枠 連（1－4） 4，690円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 8，020円

ワ イ ド �� 790円 �� 820円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 54，430円

票 数

単勝票数 計 482688 的中 � 35865（5番人気）
複勝票数 計 709623 的中 � 54681（5番人気）� 47369（6番人気）� 89462（3番人気）
枠連票数 計 137328 的中 （1－4） 2162（16番人気）
馬連票数 計 834070 的中 �� 14475（16番人気）
馬単票数 計 603325 的中 �� 5557（28番人気）
ワイド票数 計 362975 的中 �� 11630（11番人気）�� 11041（13番人気）�� 6378（16番人気）
3連複票数 計1029109 的中 ��� 10559（26番人気）
3連単票数 計2472073 的中 ��� 3352（165番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―11．5―12．2―12．5―12．2―12．3―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―35．9―48．1―1：00．6―1：12．8―1：25．1―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デリッツァリモーネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．16 阪神3着

2011．1．25生 牡2鹿 母 ドルチェリモーネ 母母 レモンスフレⅡ 4戦2勝 賞金 24，017，000円
※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。

2809410月26日 晴 稍重 （25京都4）第8日 第10競走 ��
��1，800�

や さ か

八坂ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

77 アルキメデス 牡4鹿 57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋101：50．6 2．7�

78 バッドボーイ 牡3鹿 55 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 510＋ 41：50．81� 14．4�
22 ベストクルーズ 牝6芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：51．01� 25．9�
33 テーオーケンジャ 牡6栗 57 I．メンディザバル 小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 512＋ 4 〃 アタマ 40．2�

（仏）

810 ロードエアフォース 牡5鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 500± 0 〃 クビ 10．8�
66 エーシンジャッカル 牡5黒鹿57 北村 友一�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 480＋101：51．1クビ 45．4	
44 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 470－ 41：51．31� 3．1�
89 	 タマモマーブル 
5栗 57 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 486＋ 6 〃 クビ 107．5�
55 クランモンタナ 牡4芦 57 M．デムーロ 
社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B484＋101：51．51� 3．4

（仏）

11 ヤマカツゴールド 牡7栗 57 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 480＋161：51．92� 199．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，588，300円 複勝： 57，286，200円 枠連： 15，430，800円
馬連： 95，748，200円 馬単： 62，669，500円 ワイド： 39，356，200円
3連複： 123，237，600円 3連単： 294，705，900円 計： 729，022，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 290円 � 360円 枠 連（7－7） 1，290円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 490円 �� 950円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，870円 3 連 単 ��� 27，240円

票 数

単勝票数 計 405883 的中 � 121976（1番人気）
複勝票数 計 572862 的中 � 135275（1番人気）� 46713（5番人気）� 34627（6番人気）
枠連票数 計 154308 的中 （7－7） 8892（5番人気）
馬連票数 計 957482 的中 �� 51359（4番人気）
馬単票数 計 626695 的中 �� 20021（8番人気）
ワイド票数 計 393562 的中 �� 21369（4番人気）�� 10043（12番人気）�� 6765（14番人気）
3連複票数 計1232376 的中 ��� 13243（22番人気）
3連単票数 計2947059 的中 ��� 7987（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．4―37．6―50．3―1：03．6―1：16．3―1：28．5―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．3
3 10，8（5，3）（2，6）（1，7）9，4 4 10，8（5，3）（2，7）6，1，9，4

勝馬の
紹 介

アルキメデス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．10．29 京都1着

2009．3．24生 牡4鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress 11戦5勝 賞金 85，318，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



2809510月26日 晴 稍重 （25京都4）第8日 第11競走 ��
��1，400�第56回毎日放送賞スワンステークス（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54�4歳以上56�，牝馬
2�減，24．10．27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，24．10．26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）

毎日放送賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

710 コパノリチャード 牡3黒鹿54 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490－ 41：20．8 20．5�
69 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440＋ 41：21．11� 9．1�
57 サダムパテック 牡5鹿 58 和田 竜二大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 6 〃 クビ 33．1�
11 レッドオーヴァル 牝3鹿 52 M．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 444＋101：21．2	 9．7�

（仏）

813
 マジンプロスパー 牡6栗 56 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 514＋ 6 〃 ハナ 2．8�
45 ラトルスネーク 牡5黒鹿56 I．メンディザバル 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 510＋ 21：21．3	 5．9	

（仏）

711 グランプリボス 牡5鹿 57 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512－ 21：21．4	 4．6

812 サ ン カ ル ロ 牡7黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 81：21．61� 36．0�
44 シャイニーホーク 牡5栗 56 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 520－ 8 〃 クビ 88．8
22 テイエムオオタカ 牡5鹿 56 藤田 伸二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 492－ 21：21．7クビ 25．5�
56 ハッピーカオル 牡6青 56 岩田 康誠芝山 展昌氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 456± 01：21．91	 219．0�
68 � エーシントップ 牡3黒鹿55 幸 英明�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

538＋141：22．11� 11．5�
33 アドマイヤセプター 牝5栗 54 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490＋161：22．2� 18．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 124，873，600円 複勝： 205，115，400円 枠連： 63，211，700円
馬連： 435，287，400円 馬単： 215，322，100円 ワイド： 163，140，900円
3連複： 637，995，900円 3連単： 1，137，774，300円 計： 2，982，721，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 560円 � 330円 � 960円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 6，770円 馬 単 �� 16，920円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 6，500円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 55，880円 3 連 単 ��� 426，890円

票 数

単勝票数 計1248736 的中 � 48103（8番人気）
複勝票数 計2051154 的中 � 94935（9番人気）� 184190（4番人気）� 52148（11番人気）
枠連票数 計 632117 的中 （6－7） 52475（4番人気）
馬連票数 計4352874 的中 �� 47465（27番人気）
馬単票数 計2153221 的中 �� 9393（61番人気）
ワイド票数 計1631409 的中 �� 17511（34番人気）�� 6107（56番人気）�� 14099（38番人気）
3連複票数 計6379959 的中 ��� 8426（149番人気）
3連単票数 計11377743 的中 ��� 1967（896番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―46．8―58．0―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．0
3 10（13，8）（2，6，9）（1，3，7，11）（4，5，12） 4 ・（10，13）8（2，6）（9，11）（1，3，7）（4，5，12）

勝馬の
紹 介

コパノリチャード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．4 京都1着

2010．4．15生 牡3黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー 8戦4勝 賞金 114，174，000円
※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。

2809610月26日 晴 重 （25京都4）第8日 第12競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

712 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 492－ 21：10．6 3．4�
11 ランドクイーン 牝3栗 53 吉田 豊山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476－ 4 〃 ハナ 14．1�
45 � アースゼウス 牡3栗 55 浜中 俊 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

500－ 61：10．7	 3．8�
46 ラインオブナイト 牡7鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 534＋ 81：10．91
 27．7�
813� ノベンバーペガサス 牝5黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 ハナ 10．3	
34 ミラクルルーマー 牡3芦 55 藤田 伸二阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 532± 0 〃 ハナ 6．8

814 トキノゲンジ 牡5鹿 57 国分 恭介中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 500－ 21：11．0	 82．6�
69 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 500± 01：11．21
 12．4�
22 アフリカンハンター 牡5栗 57 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 498－ 21：11．3� 39．9
57 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 468± 0 〃 アタマ 21．2�
58 � ミリアグラシア 牝3栗 53 福永 祐一杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 494＋ 41：11．4クビ 6．7�
33 � ゴールドディガー 牡5栗 57 水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 480＋ 61：11．72 153．1�
610 エアカーネリアン 牡5黒鹿57 I．メンディザバル �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 498＋121：11．91	 39．4�

（仏）

711 キクノフェーデ 牡6鹿 57 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 512－ 21：12．11	 226．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，345，700円 複勝： 67，767，800円 枠連： 24，844，300円
馬連： 114，559，400円 馬単： 56，835，900円 ワイド： 47，464，700円
3連複： 148，260，700円 3連単： 252，330，000円 計： 750，408，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 360円 � 180円 枠 連（1－7） 3，630円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 360円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 31，300円

票 数

単勝票数 計 383457 的中 � 89643（1番人気）
複勝票数 計 677678 的中 � 128981（1番人気）� 38964（7番人気）� 109930（2番人気）
枠連票数 計 248443 的中 （1－7） 5060（18番人気）
馬連票数 計1145594 的中 �� 25718（16番人気）
馬単票数 計 568359 的中 �� 7479（21番人気）
ワイド票数 計 474647 的中 �� 10776（12番人気）�� 36944（1番人気）�� 10490（14番人気）
3連複票数 計1482607 的中 ��� 22317（13番人気）
3連単票数 計2523300 的中 ��� 5951（82番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーホワイト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．23 京都13着

2008．2．15生 牡5黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス 16戦3勝 賞金 38，072，000円
〔発走状況〕 ヤマニンメンヒル号は，枠入り不良。
※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。



（25京都4）第8日 10月26日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 159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

287，210，000円
10，800，000円
2，040，000円
26，220，000円
60，208，500円
4，355，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
438，340，900円
846，184，500円
217，420，800円
1，081，400，100円
649，558，900円
476，290，100円
1，516，422，100円
2，801，319，000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 8，026，936，400円

総入場人員 18，034名 （有料入場人員 15，968名）
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