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3107311月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

11 ダイリュウキセキ 牝2黒鹿54 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 448－ 61：25．9 6．1�
35 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 460＋ 21：26．0� 4．7�
23 シゲルミマサカ 牝2青鹿54 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 430＋ 21：26．85 3．3�
24 ダンシングバトー 牝2芦 54 和田 竜二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 464－ 21：27．0� 15．4�
47 ディアメドゥーサ 牝2栗 54 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 448＋ 2 〃 クビ 8．1�
12 マルヨラピド 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二野村 春行氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 448＋ 61：27．1� 46．4�
816 サカジロヴィグラス 牝2黒鹿54 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 478± 01：27．52� 80．1	
59 シゲルクシロ 牝2鹿 54 武 幸四郎森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 474± 01：27．6クビ 7．8

815 パフュームボム 牝2鹿 54 C．ルメール 飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454－ 2 〃 クビ 9．4�

（仏）

36 アリュージョン 牝2鹿 54 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 21：28．02� 12．5�

713 ストロベリーローズ 牝2栗 54 太宰 啓介古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 下屋敷牧場 444＋ 61：28．21� 218．0
714 シュンメガミ 牝2栗 54 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 浦河 谷口牧場 460± 01：28．51� 227．8�
510 テイエムゴージャス 牝2鹿 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 496± 01：28．92� 87．3�
48 カシノキララ 牝2栗 54 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462－ 2 〃 ハナ 202．7�
612 メイザフォース 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼宮田 守氏 崎山 博樹 新ひだか 土田農場 456± 01：29．11� 130．7�
611 テイエムデザイヤー 牝2栗 54

52 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 436－ 21：29．41� 75．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，700，500円 複勝： 42，849，900円 枠連： 11，928，600円
馬連： 43，137，100円 馬単： 29，294，400円 ワイド： 24，977，900円
3連複： 66，405，900円 3連単： 99，521，100円 計： 336，815，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 180円 � 140円 枠 連（1－3） 1，050円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 760円 �� 400円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 13，350円

票 数

単勝票数 計 187005 的中 � 24165（3番人気）
複勝票数 計 428499 的中 � 61004（2番人気）� 57074（3番人気）� 94971（1番人気）
枠連票数 計 119286 的中 （1－3） 8453（4番人気）
馬連票数 計 431371 的中 �� 17689（6番人気）
馬単票数 計 292944 的中 �� 5718（13番人気）
ワイド票数 計 249779 的中 �� 7610（8番人気）�� 15984（2番人気）�� 15227（3番人気）
3連複票数 計 664059 的中 ��� 27893（2番人気）
3連単票数 計 995211 的中 ��� 5504（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．8―48．2―1：00．7―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．7
3 ・（3，16）（1，5）（4，9）7，2（6，12，11，15）－8，10，13－14 4 3，16（1，5）（4，9）7，2，6（12，15）－（8，11）（13，10）－14

勝馬の
紹 介

ダイリュウキセキ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．9 京都5着

2011．2．16生 牝2黒鹿 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キョウエイカプリス号・クロップ号
※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。

3107411月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35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

612 トシストロング 牡2鹿 55 幸 英明上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478－ 41：21．7 6．3�
11 アルカンジュ 牝2芦 54 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 420－ 21：21．91� 53．7�
12 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 448± 0 〃 アタマ 12．0�
59 レッドオーラム 牝2鹿 54 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 470＋ 21：22．11� 11．9�
510 ペイシャモンシェリ 牡2鹿 55 国分 恭介北所 直人氏 野村 彰彦 平取 赤石牧場 442－ 2 〃 クビ 15．3�
714 ノ ボ リ フ ジ 牡2鹿 55 福永 祐一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 510± 01：22．2� 1．8	
48 ヤマニンエルフィン 牝2鹿 54 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 454－ 4 〃 クビ 12．2

715 テーオービックバン 牡2栗 55 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 41：22．4� 102．4�
818 フルールシチー 牝2鹿 54 酒井 学 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 488－ 6 〃 アタマ 9．6�
816 アグネスミライ 牝2鹿 54 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 478＋ 81：22．5� 37．8
36 サ ル タ ー レ 牝2栗 54 浜中 俊山口 敦広氏 田中 章博 日高 門別牧場 428± 0 〃 クビ 90．9�
23 モ ッ シ ュ 牡2芦 55 池添 謙一小嶋 將則氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 510＋ 4 〃 ハナ 143．1�
713 エアシュノンソー 牝2鹿 54 武 豊 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 410＋ 61：22．71� 69．7�
817 カシノステイタス 牡2栗 55

53 △藤懸 貴志柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 440＋ 41：23．02 870．4�
35 ゴッドエンペラー 牡2鹿 55 太宰 啓介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 454± 01：23．1クビ 183．4�
24 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 B462＋ 41：23．2� 133．1�
47 ラブセッター 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二増田 陽一氏 千田 輝彦 新ひだか 木下牧場 462－ 21：23．51� 324．4�
611 ラゴアボニータ 牝2芦 54 高倉 稜 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B428± 01：24．88 627．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，508，000円 複勝： 62，588，600円 枠連： 13，174，900円
馬連： 45，772，900円 馬単： 35，824，100円 ワイド： 25，857，500円
3連複： 66，748，800円 3連単： 116，030，000円 計： 392，504，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 1，360円 � 570円 枠 連（1－6） 2，950円

馬 連 �� 13，140円 馬 単 �� 23，910円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 790円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 21，510円 3 連 単 ��� 160，960円

票 数

単勝票数 計 265080 的中 � 33579（2番人気）
複勝票数 計 625886 的中 � 87597（2番人気）� 10454（9番人気）� 26990（6番人気）
枠連票数 計 131749 的中 （1－6） 3307（10番人気）
馬連票数 計 457729 的中 �� 2571（31番人気）
馬単票数 計 358241 的中 �� 1106（54番人気）
ワイド票数 計 258575 的中 �� 2361（26番人気）�� 8462（7番人気）�� 1797（31番人気）
3連複票数 計 667488 的中 ��� 2291（57番人気）
3連単票数 計1160300 的中 ��� 532（353番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―11．6―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―46．7―58．1―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 2，4（1，10）（9，14，18）8，13（6，12）3，16，5，11，17（15，7） 4 2（4，10）（1，14，18）（8，9）12（6，13）（16，3）17，5，11（15，7）

勝馬の
紹 介

トシストロング �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2013．11．2 京都2着

2011．5．14生 牡2鹿 母 ソルトレイクスター 母母 ループルシーザ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ラゴアボニータ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第５回 京都競馬 第７日



3107511月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時05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

510 マッドアバウトユー 牝2栗 54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 458－ 41：12．9 4．5�
611 ア レ ッ ト 牡2青 55 浜中 俊 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 506－ 41：13．43 15．4�
12 ヒカリセット 牡2青鹿55 福永 祐一�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 21：13．61� 6．0�
47 カシノボルト 牡2鹿 55 幸 英明柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 510＋ 6 〃 クビ 4．4�
11 ルスナイプリンセス 牝2鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 500－181：13．8� 6．3	
612 スマートエビデンス 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 502－ 41：14．01� 4．0

23 ビットアリエス 牝2青鹿54 川須 栄彦礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 446＋ 4 〃 ハナ 15．8�
24 サンレイロッキー 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460＋ 21：14．31� 88．9�
815 スターリーオレンジ 牝2栗 54

51 ▲原田 敬伍山上 和良氏 野村 彰彦 新ひだか 久井牧場 476－ 61：14．4クビ 45．7
48 シゲルビッチュウ �2青鹿55 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 434－ 41：14．72 59．1�
35 クリノサプライズ 牡2芦 55 和田 竜二栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 永村 侑 B450－ 21：14．8� 140．2�
36 クレインテオドーラ 牝2鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート橋口弘次郎 浦河 市川牧場 470± 01：14．9クビ 106．7�
713 アイズユーニン 牝2栗 54 酒井 学江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 482－ 2 〃 ハナ 66．8�
816 ドリームアチーブ 牡2黒鹿55 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 畔柳 作次 486＋ 41：15．0� 84．1�
59 メイショウライウン 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 438＋ 41：15．63� 104．1�
714 クリノベンザイテン 牝2栗 54

51 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 61：16．45 541．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，498，300円 複勝： 44，831，900円 枠連： 14，609，700円
馬連： 46，434，400円 馬単： 31，368，500円 ワイド： 24，365，500円
3連複： 66，945，300円 3連単： 106，771，100円 計： 358，824，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 350円 � 210円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 490円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 51，010円

票 数

単勝票数 計 234983 的中 � 41448（3番人気）
複勝票数 計 448319 的中 � 100382（1番人気）� 26884（7番人気）� 54045（5番人気）
枠連票数 計 146097 的中 （5－6） 14721（3番人気）
馬連票数 計 464344 的中 �� 10276（14番人気）
馬単票数 計 313685 的中 �� 3984（27番人気）
ワイド票数 計 243655 的中 �� 4829（15番人気）�� 13231（4番人気）�� 4319（16番人気）
3連複票数 計 669453 的中 ��� 6328（24番人気）
3連単票数 計1067711 的中 ��� 1545（156番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．2―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―47．3―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッドアバウトユー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．10．14 京都2着

2011．4．3生 牝2栗 母 エイシンメッチェン 母母 エイシンギヤロツプ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 スターリーオレンジ号の騎手原田敬伍は，負担重量について注意義務を怠り過怠金30，000円。

サンレイロッキー号の騎手森一馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・6番）
※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 イロリ号・カネトシエンパシー号・ティーエスキセキ号

3107611月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都5）第7日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35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

811 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－ 63：15．8 3．3�
55 マイネルフィエスタ 牡3芦 58 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 506＋ 2 〃 ハナ 3．6�
710 マーリンシチー 牡7鹿 60 植野 貴也 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 464－ 23：16．54 34．5�
79 テイエムドンマイ 牡5黒鹿60 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 510－ 2 〃 ハナ 6．5�
33 ビコーピリラニ 牡3栗 58 田村 太雅�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 484－ 23：16．6クビ 15．7	
44 カイトケイラー 牡3芦 58 平沢 健治鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 486－ 23：18．6大差 166．3

67 ビレッジトレンディ 牝3鹿 56 大江原 圭村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 442－ 63：20．9大差 179．3�
68 ピースフルアース 牡5鹿 60 中村 将之 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 484＋ 63：21．0� 136．4�
56 ナムラバクサイ 牡3栗 58 黒岩 悠奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 466－ 63：23．5大差 99．8
22 ゴーゲッター 牡6鹿 60 林 満明松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 558＋263：24．67 32．7�
812� キレイナダケデス 牝4栗 58

57 ▲森 一馬小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 484－ 23：27．6大差 135．8�
11 トキノフウジン 牡6黒鹿60 西谷 誠田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 460＋ 4 （競走中止） 2．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，677，500円 複勝： 25，517，400円 枠連： 9，269，800円
馬連： 31，742，400円 馬単： 28，595，200円 ワイド： 17，337，200円
3連複： 50，748，200円 3連単： 106，728，700円 計： 287，616，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 140円 � 530円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，170円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 176775 的中 � 42370（2番人気）
複勝票数 計 255174 的中 � 64528（1番人気）� 56040（2番人気）� 7876（6番人気）
枠連票数 計 92698 的中 （5－8） 15454（1番人気）
馬連票数 計 317424 的中 �� 50493（1番人気）
馬単票数 計 285952 的中 �� 22614（2番人気）
ワイド票数 計 173372 的中 �� 33256（1番人気）�� 3013（13番人気）�� 3399（12番人気）
3連複票数 計 507482 的中 ��� 10123（10番人気）
3連単票数 計1067287 的中 ��� 6068（37番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 51．1－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
11，3，5＝1－（4，10）9－12，8（2，7）＝6
1，5－11－（4，10）3，9＝7＝8＝2－6＝12

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアーマー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2010．11．13 京都5着

2008．2．13生 牡5鹿 母 ヤマニンファセット 母母 ティファニーラス 障害：4戦1勝 賞金 12，600，000円
〔競走中止〕 トキノフウジン号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 キレイナダケデス号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キレイナダケデス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年1月23日まで出走できない。
※ビレッジトレンディ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3107711月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25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
2：00．7
1：59．9

良
良

11 ジョウノムサシ 牡2鹿 55 M．デムーロ小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 480＋ 22：01．1 4．3�
（仏）

611 アドマイヤデウス 牡2栗 55 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470± 0 〃 アタマ 9．9�
817 マイネボニータ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 400＋ 62：01．63 36．9�

24 レッドアルゴ 牡2鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 友道 康夫 新冠 ハシモトフアーム 534－ 4 〃 クビ 4．3�
（仏）

818 ペンタトニック 牡2栗 55 W．ビュイック 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 アタマ 4．3�
（英）

816 イイデフューチャー 牡2黒鹿55 松田 大作 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 448－ 82：01．7� 38．9	
35 アクアマリンブレス 牡2黒鹿55 岩田 康誠 
サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 アタマ 10．0�
715 クールオープニング 牡2青鹿55 武 豊前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 62：01．91 20．5�
510 ハギノハイブリッド 牡2栗 55 幸 英明日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 8．9
714 デ ビ ル 牡2黒鹿55 福永 祐一寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510± 02：02．22 19．2�
36 デ ュ エ ッ ト 牝2鹿 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434－ 62：02．3� 84．2�
12 フ ド ー シ ン 牡2黒鹿55 藤岡 康太林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 490＋ 82：02．4� 84．7�
48 コスモミレディー 牝2栗 54

53 ☆菱田 裕二 
ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 62：02．5� 65．5�
23 マイネルプレッジ 牡2鹿 55 浜中 俊 �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± 02：02．6クビ 24．3�
47 シゲルヒダカ 牡2黒鹿 55

52 ▲森 一馬森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 武 牧場 504＋ 82：03．34 464．8�
713 テイエムボッケモン 牡2栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 482＋162：03．4� 153．3�
612 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 462－102：03．5� 560．2�
59 テイエムイチリュウ 牡2栗 55 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 山際牧場 482＋ 22：03．81� 490．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，365，400円 複勝： 47，686，100円 枠連： 16，067，600円
馬連： 53，238，900円 馬単： 32，299，300円 ワイド： 28，716，200円
3連複： 74，199，000円 3連単： 110，668，100円 計： 390，240，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 300円 � 880円 枠 連（1－6） 2，480円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 750円 �� 3，180円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 30，580円 3 連 単 ��� 127，820円

票 数

単勝票数 計 273654 的中 � 51060（2番人気）
複勝票数 計 476861 的中 � 80204（2番人気）� 41096（5番人気）� 11505（10番人気）
枠連票数 計 160676 的中 （1－6） 4783（14番人気）
馬連票数 計 532389 的中 �� 18512（5番人気）
馬単票数 計 322993 的中 �� 7006（7番人気）
ワイド票数 計 287162 的中 �� 9967（4番人気）�� 2167（36番人気）�� 1506（50番人気）
3連複票数 計 741990 的中 ��� 1791（98番人気）
3連単票数 計1106681 的中 ��� 639（388番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．8―13．0―12．7―12．0―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．8―48．6―1：01．6―1：14．3―1：26．3―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8
1
3

・（1，16）－17，4（2，14）15（5，7）（11，8，13）10（6，3，18）12，9
1，16，14（17，4，11）15（2，18）5（6，7，13，3）10（9，8）12

2
4

1，16－17，4（2，14）－15，5，11－7，13（6，8）（10，18）3（9，12）・（1，16）14（17，4，11）（15，18）（5，2）（13，3）6，10（9，7）（8，12）
勝馬の
紹 介

ジョウノムサシ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．3 京都2着

2011．4．21生 牡2鹿 母 ジョウノカトリーヌ 母母 ジョウノカオルコ 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

3107811月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，450，000
1，450，000

円
円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

33 トウケイタイガー 牡2黒鹿55 福永 祐一木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 下村 繁正 464 ―1：14．3 1．6�
78 サンレイクウッド 牡2鹿 55 浜中 俊加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 514 ―1：14．51� 4．0�
22 ミキノグランプリ 牡2栗 55 国分 恭介谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 434 ―1：14．71� 95．1�
44 ビートゴーズオン 牝2栗 54 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ― 〃 同着 6．9�
66 メイショウパワーズ 牡2栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 474 ―1：15．33� 12．0�
89 ステキナシンノスケ 牡2青鹿55 大下 智池田 實氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 502 ― 〃 クビ 65．6	
810 タマモグラッセ 牝2栗 54 水口 優也タマモ
 木原 一良 新ひだか 前田牧場 438 ―1：15．51� 22．5�
55 エスケイキング 牡2青鹿55 池添 謙一廣嶋 誠二氏 清水 出美 浦河 中神牧場 480 ―1：15．71� 49．6�
77 ヒミノマンサク 牝2栗 54 松山 弘平佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 446 ―1：16．65 82．1
11 スマッシュヒット 牡2黒鹿55 和田 竜二山田 貞蔵氏 山内 研二 浦河 猿橋 義昭 480 ―1：17．23� 23．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，738，100円 複勝： 53，513，000円 枠連： 8，706，700円
馬連： 36，378，400円 馬単： 36，852，700円 ワイド： 18，332，300円
3連複： 48，285，200円 3連単： 133，892，400円 計： 360，698，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 �
�

900円
130円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 120円 ��
��

840円
170円

��
��

1，420円
220円

3 連 複 ���
���

2，640円
260円 3 連 単 ���

���
7，100円
620円

票 数

単勝票数 計 247381 的中 � 125423（1番人気）
複勝票数 計 535130 的中 �

�
323529
43332

（1番人気）
（3番人気）

� 75667（2番人気）� 2820（10番人気）

枠連票数 計 87067 的中 （3－7） 23250（1番人気）
馬連票数 計 363784 的中 �� 98765（1番人気）
馬単票数 計 368527 的中 �� 65601（1番人気）
ワイド票数 計 183323 的中 ��

��
39091
1215
（1番人気）
（27番人気）

��
��

2149
11783

（18番人気）
（4番人気）

�� 18400（2番人気）

3連複票数 計 482852 的中 ��� 5716（18番人気）��� 79896（1番人気）
3連単票数 計1338924 的中 ��� 6553（43番人気）��� 84799（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．5―12．2―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．7―48．9―1：01．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイタイガー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

2011．5．31生 牡2黒鹿 母 ヒノデモンテローザ 母母 シルビアワン 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3107911月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13時25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
1：32．3
1：32．3

良
良

58 アグネスキング 牡2黒鹿55 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508 ―1：36．0 29．9�
45 マ ホ ン 牝2栗 54 高倉 稜重松 國建氏 加藤 敬二 日高 春木 昭雄 472 ―1：36．1� 224．9�
33 リリカルホイッスル 牝2黒鹿54 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430 ―1：36．31� 28．1�
711 ビキニスタイル 牝2黒鹿54 川田 将雅石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ― 〃 クビ 1．9�
814 クレアドール 牝2青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484 ―1：36．4クビ 10．3�
11 ミッキーラブソング 牡2黒鹿55 C．ルメール 野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464 ―1：36．61� 22．2	

（仏）

712 サヴィルロウ 牡2黒鹿55 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 476 ―1：36．81� 7．0

57 アドマイヤラブ 牝2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462 ―1：36．9� 6．8�
34 ナッハフォルガー 牡2青鹿55 幸 英明前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 460 ―1：37．0� 35．8�
22 ミキノブルーグラス 牡2鹿 55 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 504 ―1：37．1� 28．4
69 ロ ゴ マ ー ク 牝2青鹿54 M．デムーロ市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480 ―1：37．2� 7．1�

（仏）

813 ファイネスト 牡2栗 55 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476 ―1：37．83� 90．0�

610 ティーパンサー 牡2栗 55
54 ☆菱田 裕二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 イーストファーム 450 ―1：38．11� 280．1�

46 ハッピーベリー 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 472 ―1：38．31� 109．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，820，900円 複勝： 39，274，400円 枠連： 15，115，700円
馬連： 46，855，700円 馬単： 37，586，700円 ワイド： 25，096，300円
3連複： 63，880，400円 3連単： 122，541，900円 計： 380，172，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 700円 � 3，640円 � 750円 枠 連（4－5） 14，550円

馬 連 �� 87，990円 馬 単 �� 218，420円

ワ イ ド �� 21，590円 �� 5，110円 �� 25，100円

3 連 複 ��� 481，060円 3 連 単 ��� 1，845，640円

票 数

単勝票数 計 298209 的中 � 7882（9番人気）
複勝票数 計 392744 的中 � 15254（7番人気）� 2674（13番人気）� 14171（8番人気）
枠連票数 計 151157 的中 （4－5） 767（25番人気）
馬連票数 計 468557 的中 �� 393（70番人気）
馬単票数 計 375867 的中 �� 127（143番人気）
ワイド票数 計 250963 的中 �� 285（75番人気）�� 1219（45番人気）�� 245（81番人気）
3連複票数 計 638804 的中 ��� 98（289番人気）
3連単票数 計1225419 的中 ��� 49（1349番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．3―48．9―1：01．2―1：13．0―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 ・（5，8）（2，9）（7，11）（12，14）3（6，4，10）1－13 4 ・（5，8）（2，9）（7，11）（3，12，14）（1，4）6，10－13

勝馬の
紹 介

アグネスキング �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2011．3．9生 牡2黒鹿 母 アグネスルビー 母母 アグネスシスター 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3108011月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：31．8
1：30．7

良
良

11 ダノンルージュ 牝3鹿 54 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 61：33．8 11．8�
714 アドマイヤキンカク 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 クビ 2．5�
818 ダイナミックウオー 牡3黒鹿56 川須 栄彦小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 510－ 8 〃 アタマ 16．7�
817 ノーブルコロネット 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472－121：33．9� 7．8�

（仏）

715 レネットグルーヴ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：34．11	 25．7	
23 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 432－ 41：34．31	 12．9


（仏）

24 ビ リ オ ネ ア 牝3鹿 54 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 440＋ 6 〃 クビ 251．1�
612 ヤマニンプードレ 牝3芦 54 浜中 俊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 468－ 61：34．4クビ 6．7�
816 マルカファイン 牡4栗 57

54 ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 496－12 〃 クビ 9．3
35 ジューヴルエール 牡3黒鹿56 W．ビュイック 有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468－ 41：34．5� 15．6�

（英）

12 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿56 藤岡 康太前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 464＋ 21：34．6
 31．2�
48 � デンコウタフネス 牡4鹿 57 国分 優作田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 442＋ 2 〃 クビ 199．5�
611� スナイプビッド 牡5鹿 57 小牧 太 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. 490－ 41：34．7クビ 28．5�
713 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 488＋ 6 〃 クビ 18．4�
510� エーシンクーフラン 牡4青 57 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 486＋ 41：35．12� 157．2�
59 � スリーネイチャー 牝4黒鹿55 水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 452＋101：35．2クビ 278．4�
36 マ ナ ウ ス 牡4鹿 57 酒井 学鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 482＋ 41：36．37 374．6�
47 � タガノゴージャス 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 420－141：37．04 161．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，313，500円 複勝： 59，899，900円 枠連： 25，839，700円
馬連： 85，126，400円 馬単： 46，139，800円 ワイド： 38，900，900円
3連複： 108，263，500円 3連単： 169，371，400円 計： 569，855，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 290円 � 130円 � 410円 枠 連（1－7） 1，010円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，450円 �� 980円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 64，540円

票 数

単勝票数 計 363135 的中 � 24341（5番人気）
複勝票数 計 598999 的中 � 44608（5番人気）� 181710（1番人気）� 28596（9番人気）
枠連票数 計 258397 的中 （1－7） 18999（4番人気）
馬連票数 計 851264 的中 �� 33440（5番人気）
馬単票数 計 461398 的中 �� 7941（12番人気）
ワイド票数 計 389009 的中 �� 14511（6番人気）�� 3743（33番人気）�� 9897（9番人気）
3連複票数 計1082635 的中 ��� 7773（34番人気）
3連単票数 計1693714 的中 ��� 1937（194番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．0―11．7―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．4―59．1―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．7
3 ・（4，16）18，7，14（1，15）6（5，10，12）（9，17）（8，11）（3，13）－2 4 ・（4，16）18，7，14（1，15）（5，6，12）（9，10，17）11，8（3，13）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンルージュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．4．20 京都2着

2010．5．18生 牝3鹿 母 フォトジェニー 母母 ブルーラスター 5戦2勝 賞金 14，200，000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。
（非抽選馬） 3頭 スズカキングダム号・ダンツクロノス号・ハドソンシチー号
※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。



3108111月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第9競走 ��
��2，000�京都2歳ステークス

発走14時30分 （芝・右）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．7
1：59．9

良
良

89 トーセンスターダム 牡2黒鹿55 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480± 02：00．8 1．5�
66 アグネスドリーム 牡2黒鹿55 川田 将雅渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 460± 0 〃 アタマ 14．9�
77 サトノロブロイ 牡2鹿 55 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 518＋ 82：01．01� 12．7�
55 ピークトラム 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484＋202：01．1� 3．9�

（仏）

11 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± 02：01．3	 22．0	
44 ヤマニンアリエッタ 牝2黒鹿54 高倉 稜土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 494＋142：01．4� 97．8

33 マイネルメリエンダ 牡2栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 456＋ 6 〃 クビ 12．3�
22 ラ グ タ イ ム 牝2鹿 54 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 432＋ 42：01．5	 47．3�
88 マコトサダイジン 牡2栗 55 福永 祐一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 22：02．03 40．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，275，100円 複勝： 119，166，400円 枠連： 15，951，600円
馬連： 91，050，600円 馬単： 81，524，700円 ワイド： 40，650，300円
3連複： 111，562，100円 3連単： 351，956，700円 計： 866，137，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 220円 枠 連（6－8） 890円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 450円 �� 330円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 計 542751 的中 � 289755（1番人気）
複勝票数 計1191664 的中 � 733327（1番人気）� 53529（5番人気）� 70080（3番人気）
枠連票数 計 159516 的中 （6－8） 13341（3番人気）
馬連票数 計 910506 的中 �� 61051（4番人気）
馬単票数 計 815247 的中 �� 50325（4番人気）
ワイド票数 計 406503 的中 �� 22734（4番人気）�� 32884（3番人気）�� 8778（12番人気）
3連複票数 計1115621 的中 ��� 37240（6番人気）
3連単票数 計3519567 的中 ��� 42866（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．4―13．1―13．1―12．4―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―35．3―47．7―1：00．8―1：13．9―1：26．3―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンスターダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．10．20 京都1着

2011．3．14生 牡2黒鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 2戦2勝 賞金 22，231，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31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。

3108211月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第10競走 ��
��1，800�

は な せ

花 背 特 別
発走15時05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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

611 マイネルクロップ 牡3芦 55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：51．6 3．5�
（仏）

23 ヒラボクプリンス 牡3鹿 55 浜中 俊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 484± 0 〃 ハナ 18．2�
713 トウショウヘイロー 牡4鹿 57 川田 将雅トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526＋ 41：51．7� 6．1�
510 クラージュドール 牡3鹿 55 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 4 〃 クビ 10．2�
（仏）

612 ポイントブランク 牡3栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 538－ 81：51．8� 4．7	
59 アドマイヤケルソ 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 492＋ 81：52．01	 14．2

36 カッパドキア 牡3黒鹿55 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 478± 0 〃 クビ 28．6�
47 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 B506＋ 61：52．1� 12．3�
48 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 55 福永 祐一有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：52．31� 42．9
816 エーシンバリントン 牡5鹿 57 W．ビュイック �栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 478－ 61：52．51	 87．1�

（英）

11 ブルータンザナイト 牡4青鹿57 川須 栄彦桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 554＋ 21：52．6� 10．0�
714 ハギノサキガチ 牡3鹿 55 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 61：52．81	 244．1�
24 エイヴィアンボス 牡3鹿 55 武 豊桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 534＋ 21：52．9� 17．5�
35 アテンファースト 牡3栗 55 城戸 義政玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 474－ 41：53．1
 353．4�
815 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 21：53．31� 39．6�
12 タイセイウインディ 牡3黒鹿55 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 酒井 秀紀 452＋ 81：55．9大差 33．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，871，400円 複勝： 85，078，400円 枠連： 41，394，400円
馬連： 142，052，000円 馬単： 70，864，400円 ワイド： 58，368，400円
3連複： 185，389，100円 3連単： 300，333，000円 計： 929，351，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 410円 � 190円 枠 連（2－6） 1，050円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 320円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 29，040円

票 数

単勝票数 計 458714 的中 � 105211（1番人気）
複勝票数 計 850784 的中 � 218612（1番人気）� 39180（8番人気）� 115367（2番人気）
枠連票数 計 413944 的中 （2－6） 29240（6番人気）
馬連票数 計1420520 的中 �� 33510（10番人気）
馬単票数 計 708644 的中 �� 10352（15番人気）
ワイド票数 計 583684 的中 �� 12277（10番人気）�� 51757（1番人気）�� 10180（15番人気）
3連複票数 計1853891 的中 ��� 26973（10番人気）
3連単票数 計3003330 的中 ��� 7633（54番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―13．4―12．9―12．3―12．1―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―37．1―50．0―1：02．3―1：14．4―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルクロップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 札幌4着

2010．4．16生 牡3芦 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー 13戦3勝 賞金 53，824，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クローバーリーフ号・リアライズナマステ号
※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。



3108311月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第11競走 ��
��1，200�第58回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走15時40分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 665，000円 190，000円 95，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

23 アースソニック 牡4鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 484＋ 21：07．5 15．8�
（仏）

11 アイラブリリ 牝4黒鹿54 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 452－ 2 〃 クビ 22．6�
35 スギノエンデバー 牡5鹿 56 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460＋ 61：07．6クビ 27．7�
815 プレイズエターナル 牡3黒鹿55 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484＋ 81：07．81	 4．2�
（仏）

816 ラトルスネーク 牡5黒鹿56 W．ビュイック 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 510± 0 〃 ハナ 6．8�
（英）

611 ブルーデジャブ 
6芦 56 国分 優作 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 514－ 4 〃 クビ 52．9	

59 エピセアローム 牝4栃栗54 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 ハナ 4．8

24 � リトルゲルダ 牝4芦 54 川田 将雅栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 482－ 41：07．9	 36．8�
36 � マヤノリュウジン 牡6栗 56 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 528± 0 〃 アタマ 5．3�
510 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 468± 01：08．0	 8．2
817 メイショウデイム 牝6黒鹿54 松山 弘平松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 470－ 21：08．21 173．2�
714 サドンストーム 牡4栗 56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 0 〃 クビ 34．0�
48 ゲシュタルト 牡6鹿 56 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 522－ 8 〃 アタマ 97．8�
713 アドマイヤセプター 牝5栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490± 01：08．3クビ 13．5�
12 サイレントソニック 牝5黒鹿54 武 幸四郎細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 460＋ 4 〃 ハナ 27．0�
612� オセアニアボス 牡8青鹿56 小牧 太�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B494＋ 6 〃 クビ 221．1�
47 リ ュ ン ヌ 牝6鹿 54 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 480－ 41：10．1大差 113．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 111，322，000円 複勝： 192，806，900円 枠連： 104，741，200円
馬連： 395，837，800円 馬単： 189，525，200円 ワイド： 154，737，900円
3連複： 610，551，600円 3連単： 991，685，300円 計： 2，751，207，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 500円 � 720円 � 760円 枠 連（1－2） 3，840円

馬 連 �� 14，390円 馬 単 �� 26，610円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 4，180円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 90，000円 3 連 単 ��� 467，650円

票 数

単勝票数 計1113220 的中 � 55824（7番人気）
複勝票数 計1928069 的中 � 107214（7番人気）� 69589（8番人気）� 65686（9番人気）
枠連票数 計1047412 的中 （1－2） 20135（15番人気）
馬連票数 計3958378 的中 �� 20312（50番人気）
馬単票数 計1895252 的中 �� 5257（92番人気）
ワイド票数 計1547379 的中 �� 9454（49番人気）�� 9133（53番人気）�� 5637（67番人気）
3連複票数 計6105516 的中 ��� 5007（227番人気）
3連単票数 計9916853 的中 ��� 1565（1173番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―10．8―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．1―44．9―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．4
3 1，3（5，4）（6，7）（9，10）15，17，8，14（11，16）13，12，2 4 1，3（5，4）6（9，7）（15，10）17（8，14）（13，16）（11，12）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースソニック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2011．11．6 京都1着

2009．4．3生 牡4鹿 母 ダイヤモンドピアス 母母 タマモダイヤモンド 20戦6勝 賞金 139，608，000円
〔制裁〕 アースソニック号の騎手M．デムーロは，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※出走取消馬 アウトクラトール号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ザラストロ号・レジェトウショウ号
※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。

3108411月23日 晴 良 （25京都5）第7日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：21．9
1：21．5

重
不良

612 ワイドバッハ 牡4鹿 57 川田 将雅幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 484＋ 61：24．6 16．6�
11 スマートレパード 牡3栃栗56 武 豊大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 496± 0 〃 クビ 6．0�
24 オールブラックス 牡4鹿 57 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 490－ 41：24．81 1．8�
48 アルボナンザ 牝3栗 54 武 幸四郎�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 464± 0 〃 クビ 34．1�
59 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 M．デムーロ�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 476－ 2 〃 ハナ 15．6�

（仏）

714 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 496－ 21：25．11� 100．4	
510	 アテーナーズブレス 牝5鹿 55 酒井 学中村 浩章氏 中村 均 米 Green

Gates Farm 468－ 21：25．2
 30．7

611 マークスマン 牡3鹿 56 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 512－ 41：25．41� 201．7�
47 アイビーフォールド 牡6鹿 57 W．ビュイック �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 466＋ 61：25．5クビ 213．0�

（英）

713 サトノジョリー 牝4青鹿55 C．ルメール 里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 460＋14 〃 アタマ 10．6
（仏）

12 � ツルオカハチマン 牡4鹿 57 岩田 康誠居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 524＋ 41：25．71� 6．9�
36 � イエスイットイズ 牡4鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 524＋ 81：25．91 60．3�
816 ラブリイステラ 牝5芦 55 川須 栄彦�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 504＋ 61：26．11� 380．2�
23 エスジーブルーム 牝4鹿 55 幸 英明窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 488＋ 41：26．2� 45．7�
35 ヒルノクオリア 牡3鹿 56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 458－ 41：26．51� 26．8�
815	� レディワシントン 牝5鹿 55 秋山真一郎鳴戸 雄一氏 吉村 圭司 米 Yuichi Na-

ruto 452－ 61：28．8大差 367．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，396，500円 複勝： 110，353，400円 枠連： 45，657，000円
馬連： 152，807，800円 馬単： 98，220，500円 ワイド： 74，618，000円
3連複： 214，791，200円 3連単： 443，330，600円 計： 1，200，175，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 300円 � 190円 � 110円 枠 連（1－6） 2，530円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 540円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 27，330円

票 数

単勝票数 計 603965 的中 � 28740（6番人気）
複勝票数 計1103534 的中 � 62260（6番人気）� 127749（3番人気）� 416967（1番人気）
枠連票数 計 456570 的中 （1－6） 13341（10番人気）
馬連票数 計1528078 的中 �� 27032（13番人気）
馬単票数 計 982205 的中 �� 7319（28番人気）
ワイド票数 計 746180 的中 �� 13899（13番人気）�� 33181（6番人気）�� 74924（2番人気）
3連複票数 計2147912 的中 ��� 67218（5番人気）
3連単票数 計4433306 的中 ��� 11972（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．6―47．9―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 ・（1，6）（15，16）（4，7）（12，13）（2，3）10，14（5，9）（8，11） 4 ・（1，6，16）（4，15，13）（7，12）（2，14）（3，10）9（5，11）8

勝馬の
紹 介

ワイドバッハ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2011．11．5 京都1着

2009．4．30生 牡4鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 15戦4勝 賞金 52，644，000円
〔制裁〕 アルボナンザ号の調教師昆貢は，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。
※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 アクションバイオ号
（非抽選馬） 3頭 スズカジョンブル号・ダノンジュピター号・リズミックビート号
※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。



（25京都5）第7日 11月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

239，050，000円
13，860，000円
1，770，000円
21，350，000円
67，837，500円
5，547，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
476，487，200円
883，566，300円
322，456，900円
1，170，434，400円
718，095，500円
531，958，400円
1，667，770，300円
3，052，830，300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 8，823，599，300円

総入場人員 22，491名 （有料入場人員 20，137名）
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