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3108511月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：23．6
1：23．1

重
重

48 オメガヴェンデッタ 牡2鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504－141：25．5 1．8�
（仏）

713 キタサンウンゲツ 牡2鹿 55 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 508＋ 21：26．35 8．2�
47 タマモライト 牡2鹿 55 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440－ 61：26．4� 8．6�
611 ガ ン ジ ー 牡2栗 55 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 490－ 2 〃 クビ 7．1�
36 スリーサウス 牡2鹿 55 国分 恭介永井商事� 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 466－ 21：26．82� 56．8	
714 シゲルエチゴ 牡2芦 55

54 ☆中井 裕二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 446－ 21：26．9クビ 71．8

35 カ メ ッ ト 牡2栗 55 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 448－ 4 〃 アタマ 31．2�
816 パープルパルピナ 牡2鹿 55

52 ▲岩崎 翼中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 61：27．22 175．0�
11 タカノワールド 牡2鹿 55 松田 大作山口多賀司氏 昆 貢 浦河 アイオイファーム 470± 0 〃 ハナ 11．4
510 マルシゲダイハード 牡2鹿 55 秋山真一郎坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 498＋ 61：27．51� 28．5�
12 サンマルウィーク 牡2青鹿55 川田 将雅相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 462＋ 61：28．24 17．8�
59 バ ム 牡2鹿 55 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 41：28．62� 279．6�
612 ストレイトウェザー 牡2黒鹿55 四位 洋文吉岡 泰治氏 中村 均 新ひだか 原 フアーム 482－ 21：29．34 24．8�
815 テイエムカタナ 牡2芦 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 中村 和夫 424± 01：29．51� 253．4�
23 マジェスティシップ 牡2黒鹿55 武 幸四郎 �キャロットファーム 清水 出美 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 21：29．71� 208．4�
24 シゲルヤシュウ 牡2黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 506＋ 21：29．8クビ 293．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，876，100円 複勝： 37，056，200円 枠連： 12，436，100円
馬連： 37，688，100円 馬単： 27，222，000円 ワイド： 21，819，600円
3連複： 59，242，900円 3連単： 96，376，100円 計： 310，717，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 180円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 340円 �� 280円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，260円

票 数

単勝票数 計 188761 的中 � 86610（1番人気）
複勝票数 計 370562 的中 � 142944（1番人気）� 33423（4番人気）� 42872（3番人気）
枠連票数 計 124361 的中 （4－7） 15666（3番人気）
馬連票数 計 376881 的中 �� 34977（3番人気）
馬単票数 計 272220 的中 �� 17168（3番人気）
ワイド票数 計 218196 的中 �� 16685（3番人気）�� 21478（2番人気）�� 5836（9番人気）
3連複票数 計 592429 的中 ��� 28617（3番人気）
3連単票数 計 963761 的中 ��� 13527（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．6―48．1―1：00．7―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガヴェンデッタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．11．9 京都4着

2011．1．27生 牡2鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 バム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 バム号は，発走調教再審査。
※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。

3108611月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時15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
1：32．3
1：32．3

良
良

45 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 530＋ 41：36．0 7．7�
11 � ウィズアミッション 牝2鹿 54 秋山真一郎吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 420－ 6 〃 クビ 9．5�
46 エアカミュゼ 牡2黒鹿55 C．ルメール �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 8 〃 アタマ 1．6�

（仏）

610 アドマイヤウイング 牝2鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 464± 01：36．31� 6．0�
69 キタサンゲッコウ 牝2青鹿54 国分 優作�大野商事 鹿戸 明 日高 浜本牧場 476＋ 2 〃 クビ 84．9	
33 エイユービリオネア 牡2栗 55 鮫島 良太笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444± 01：36．4クビ 209．0

813 ルールウイニング 牡2鹿 55 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 472＋ 2 〃 ハナ 101．4�
34 イ ダ ス 牡2栗 55 川須 栄彦杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 486－ 21：36．61	 70．6�
22 トミケンパシエンテ 牡2栗 55

54 ☆菱田 裕二冨樫 賢二氏 西浦 勝一 日高 千葉飯田牧場 476＋ 41：36．81	 104．9
712 ラッキーハンター 牡2栗 55 和田 竜二西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 476－ 41：37．01	 16．7�
814 キリシマホーマ 牡2鹿 55 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 496＋141：37．1� 14．7�
58 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 444＋ 41：38．16 158．7�
711 トーホウエトワール 牝2栗 54 松田 大作東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 436－ 2 〃 ハナ 359．3�
57 サビーナクレスタ 
2鹿 55 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 21：38．31	 76．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，923，600円 複勝： 58，817，100円 枠連： 11，834，100円
馬連： 42，328，100円 馬単： 34，216，800円 ワイド： 23，469，900円
3連複： 58，904，400円 3連単： 127，544，900円 計： 378，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 180円 � 220円 � 110円 枠 連（1－4） 530円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 800円 �� 250円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 15，160円

票 数

単勝票数 計 209236 的中 � 21507（3番人気）
複勝票数 計 588171 的中 � 52440（3番人気）� 36938（5番人気）� 322568（1番人気）
枠連票数 計 118341 的中 （1－4） 16709（2番人気）
馬連票数 計 423281 的中 �� 10701（8番人気）
馬単票数 計 342168 的中 �� 4687（17番人気）
ワイド票数 計 234699 的中 �� 6295（10番人気）�� 26195（2番人気）�� 18509（3番人気）
3連複票数 計 589044 的中 ��� 40622（3番人気）
3連単票数 計1275449 的中 ��� 6209（41番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―13．0―12．6―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―48．4―1：01．0―1：12．7―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．0
3 3，9，7（1，11）6（2，13）8（5，10，14）12，4 4 3，9（1，7）11（2，6，13）（5，8，10，14）12，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイワンマン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．6 京都2着

2011．4．10生 牡2黒鹿 母 ジョウテンセレブ 母母 ミヤギミノル 3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。

第５回 京都競馬 第８日



3108711月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時45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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

814 タイセイクルーズ 牡2栗 55 C．ルメール 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512－ 21：56．0 3．5�
（仏）

34 シゲルヒタチ 牡2栗 55 藤田 伸二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 468± 01：56．63� 23．5�
712 ティーポイズン 牡2栗 55 国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 496－ 21：56．7� 3．0�
58 ロードガンブラック 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 476± 01：56．91� 24．2�
47 カメヤマシャチュウ 牡2鹿 55 川田 将雅岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 468＋ 41：57．11� 5．0�
610 オールドバルディー 牡2黒鹿55 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 クビ 7．9	
11 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 55 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 502＋ 61：57．2クビ 28．2

59 ハイベストバイオ 牡2黒鹿55 幸 英明バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋141：57．41� 10．8�
46 ゼンノスサノヲ 牡2栗 55

52 ▲森 一馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 466± 01：57．61� 54．2�
35 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 480± 01：57．7	 26．1
611 マコトヴィガラス 牡2鹿 55 川須 栄彦�ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 514＋121：58．44 79．2�
815 タマモアネモネ 牝2栗 54

52 △藤懸 貴志タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 450± 01：58．5	 364．8�
22 ハナズフィフティ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 山野牧場 438± 01：59．13� 356．6�
23 ア テ ッ サ 
2黒鹿55 上村 洋行藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上 悦夫 458－ 62：00．05 201．7�
713 アスタースカイ 牡2栗 55 熊沢 重文加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 オリエント牧場 510－ 42：04．0大差 62．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，136，400円 複勝： 35，157，400円 枠連： 12，423，000円
馬連： 43，030，200円 馬単： 29，544，200円 ワイド： 22，227，100円
3連複： 63，889，900円 3連単： 103，814，700円 計： 330，222，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 480円 � 140円 枠 連（3－8） 2，940円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 300円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 26，670円

票 数

単勝票数 計 201364 的中 � 46035（2番人気）
複勝票数 計 351574 的中 � 57578（3番人気）� 13121（9番人気）� 88579（1番人気）
枠連票数 計 124230 的中 （3－8） 3120（13番人気）
馬連票数 計 430302 的中 �� 6461（17番人気）
馬単票数 計 295442 的中 �� 3119（26番人気）
ワイド票数 計 222271 的中 �� 3408（20番人気）�� 20994（2番人気）�� 7537（8番人気）
3連複票数 計 638899 的中 ��� 14414（9番人気）
3連単票数 計1038147 的中 ��� 2873（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―37．1―50．3―1：03．9―1：17．1―1：30．3―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
・（1，10）（5，12，13）（7，14）－（2，6，15）（3，8）－4，9，11・（1，10）12（5，7，13）14（6，15）11（3，8）4，9，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイクルーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 新潟3着

2011．4．11生 牡2栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ハナズフィフティ号の騎手城戸義政は，向正面での御法（内柵に接触した）について戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスタースカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月24日まで平地競

走に出走できない。
※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。

3108811月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都5）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時15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

34 � アシュヴィン 牡4栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd
& Samac Ltd 474＋ 23：33．7 2．6�

69 � マ サ ラ イ ト 牡9鹿 62 植野 貴也丸井サカミ氏 中村 均 三石 本桐牧場 510＋ 43：34．44 29．0�
45 サンライズロイヤル 牡4鹿 60 平沢 健治松岡 隆雄氏 中村 均 千歳 社台ファーム 526－ 2 〃 アタマ 6．3�
58 マイネルロブスト 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 494－ 23：34．61 4．7�
813� ブ チ カ マ シ 牡9黒鹿62 難波 剛健中西 功氏 加藤 敬二 青森 久保フアーム 484＋ 43：34．7� 18．8�
610� コブラボール 牡9青鹿60 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 484－143：34．91	 132．7	
22 レーザーインパクト 牡4鹿 60 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 19．2

33 サウンドアフリート 牡4栗 60 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 462＋ 63：35．0
 46．3�
814 タニノマンボ 牡3鹿 58 北沢 伸也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 478＋ 23：35．1� 24．9�
712 メジロサンノウ 牡5黒鹿 60

57 ▲原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 482－ 23：36．16 28．3
46 オウケンウッド 牡5芦 60 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 446－ 23：36．52� 9．5�
11 テイエムオウショウ 牡4栗 60 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 452＋ 63：37．13� 7．7�
711 マ サ デ パ ン 牡5黒鹿60 上野 翔加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 480－ 63：38．9大差 257．7�
57 ボンバルディエーレ �7芦 60 鈴木 慶太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 （競走中止） 111．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，280，200円 複勝： 25，676，100円 枠連： 14，321，100円
馬連： 37，369，600円 馬単： 27，275，200円 ワイド： 19，822，600円
3連複： 62，867，900円 3連単： 101，483，200円 計： 305，095，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 550円 � 190円 枠 連（3－6） 3，830円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 330円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 36，130円

票 数

単勝票数 計 162802 的中 � 50985（1番人気）
複勝票数 計 256761 的中 � 57379（1番人気）� 8912（9番人気）� 36392（3番人気）
枠連票数 計 143211 的中 （3－6） 2761（16番人気）
馬連票数 計 373696 的中 �� 5830（19番人気）
馬単票数 計 272752 的中 �� 3199（26番人気）
ワイド票数 計 198226 的中 �� 2911（21番人気）�� 17161（2番人気）�� 2073（31番人気）
3連複票数 計 628679 的中 ��� 6267（23番人気）
3連単票数 計1014832 的中 ��� 2073（105番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．4－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
8，4（3，9）12（13，1）2，5，10（6，14）－11
8，4，9－（13，3，5）（2，12）10－1（6，14）11

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

勝馬の
紹 介

�アシュヴィン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．9．19 阪神4着

2009．3．2生 牡4栗 母 Crazy Volume 母母 Desert Ease 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走中止〕 ボンバルディエーレ号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カゼカオル号・スズカマジェスタ号
（非抽選馬） 1頭 ジュヌドラゴン号



3108911月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時05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

44 � セ セ リ 牡2栗 55 川田 将雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 490 ―2：03．4 3．6�

89 ロードフェンネル 牡2黒鹿55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 486 ―2：03．61� 4．6�
11 キングストーン 牡2鹿 55 C．ルメール 寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 500 ―2：04．23	 3．6�

（仏）

55 メレアグロス 牡2鹿 55 藤田 伸二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 518 ―2：04．41� 22．7�

66 ライトパープル 牡2鹿 55 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 458 ―2：04．5	 63．0	
810 アデヤカコマチ 牝2鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 アタマ 38．0

77 コマノオトコ 牡2黒鹿55 松田 大作長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 494 ―2：04．6	 15．2�
78 スカラブルー 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二 �ブルーマネジメント森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 398 ― 〃 クビ 104．7�

22 ピースメーカー 牡2鹿 55 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488 ―2：04．81	 13．6

33 オーバーチュア 牡2鹿 55 幸 英明窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 444 ―2：05．43	 4．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，558，200円 複勝： 32，034，700円 枠連： 9，016，900円
馬連： 39，887，900円 馬単： 31，663，400円 ワイド： 18，901，700円
3連複： 53，679，700円 3連単： 118，470，500円 計： 325，213，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 130円 枠 連（4－8） 780円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 300円 �� 280円 �� 290円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 215582 的中 � 47902（1番人気）
複勝票数 計 320347 的中 � 64356（3番人気）� 50024（4番人気）� 71240（1番人気）
枠連票数 計 90169 的中 （4－8） 8638（4番人気）
馬連票数 計 398879 的中 �� 36503（3番人気）
馬単票数 計 316634 的中 �� 14687（7番人気）
ワイド票数 計 189017 的中 �� 15807（4番人気）�� 17491（2番人気）�� 16082（3番人気）
3連複票数 計 536797 的中 ��� 46570（2番人気）
3連単票数 計1184705 的中 ��� 18209（11番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―13．1―13．0―13．1―13．1―12．2―11．3―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．9―38．0―51．0―1：04．1―1：17．2―1：29．4―1：40．7―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セ セ リ �
�
父 Curlin �

�
母父 Mining 初出走

2011．4．10生 牡2栗 母 Mine Inning 母母 Weed It Out 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。

3109011月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時35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
1：20．6
1：20．3

良
良

46 タガノグランパ 牡2鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492 ―1：22．1 1．4�

47 ファストアズソング 牡2鹿 55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 410 ―1：22．42 90．6�

58 ケープオブホープ 牝2黒鹿54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 榊原 敏明 418 ―1：22．5� 219．7�
712 ファイアーシチー 牡2青鹿 55

54 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：22．71� 20．9�
23 ハワイアンローズ 牝2鹿 54 松山 弘平吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 412 ―1：23．02 28．4�
814 エングロウス 	2栗 55 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 448 ―1：23．1� 17．9	
59 
 マイネルアルテロ 牡2鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛
Mrs T. Stack
and Mrs Jane
Rowlinson

468 ―1：23．52� 9．7

610 ペプチドムーン 牡2栗 55 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 472 ― 〃 ハナ 18．3�
34 サーレムフォレスト 牝2鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ― 〃 クビ 14．1
22 オグリキセキ 牝2黒鹿54 佐久間寛志小栗 孝一氏 鹿戸 明 浦河 鵜木 唯義 404 ―1：23．71 279．6�
611 パ ト カ ー 牝2栗 54 藤田 伸二西山 茂行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 424 ―1：24．02 59．1�
35 サンレイフレンチ 牝2栗 54 吉田 隼人永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 422 ―1：24．1� 26．4�
713 シセイタマテ 牝2鹿 54 川島 信二猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 白井牧場 452 ―1：24．41� 117．0�
11 クリノミクス 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二栗本 博晴氏 加藤 敬二 日高 日西牧場 470 ―1：25．03� 254．9�
815 アグネスモバイル 牝2鹿 54 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 422 ―1：25．1� 14．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，289，100円 複勝： 70，011，800円 枠連： 14，653，900円
馬連： 43，383，800円 馬単： 42，122，800円 ワイド： 23，104，300円
3連複： 60，790，000円 3連単： 125，627，000円 計： 405，982，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，660円 � 3，690円 枠 連（4－4） 5，470円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 4，900円 �� 44，040円

3 連 複 ��� 127，100円 3 連 単 ��� 333，500円

票 数

単勝票数 計 262891 的中 � 154123（1番人気）
複勝票数 計 700118 的中 � 490044（1番人気）� 3919（12番人気）� 1717（14番人気）
枠連票数 計 146539 的中 （4－4） 1978（16番人気）
馬連票数 計 433838 的中 �� 6183（14番人気）
馬単票数 計 421228 的中 �� 5196（19番人気）
ワイド票数 計 231043 的中 �� 2811（21番人気）�� 1159（42番人気）�� 127（96番人気）
3連複票数 計 607900 的中 ��� 353（177番人気）
3連単票数 計1256270 的中 ��� 278（576番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．0―46．4―57．9―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノグランパ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．4．30生 牡2鹿 母 タガノグラマラス 母母 タガノターキン 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3109111月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�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
1：21．9
1：21．5

重
不良

68 ア メ リ 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446－ 21：25．2 3．3�
44 � シンワウォッカ 牝4鹿 55 川島 信二ロイヤルパーク 武 宏平 むかわ 安田 幸子 478－ 41：25．41� 22．9�
710 セトノミッシー 牝3鹿 54 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 434－ 2 〃 アタマ 2．0�
11 ボストンビリーヴ 牝3栗 54 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 458＋101：25．61� 9．2�
811 メイショウツバクロ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 470± 01：25．7クビ 29．4	
56 パーティブロッサム 牝4黒鹿 55

54 ☆中井 裕二飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 482＋101：25．8� 13．8

79 グレートエンジェル 牝3鹿 54 国分 恭介田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 492＋10 〃 ハナ 9．2�
33 カシノラピス 牝4栗 55

53 △藤懸 貴志柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 438－ 41：26．11	 251．9�
812 トーブプリンセス 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 476＋ 21：26．2	 361．4
22 � ヒシアルコル 牝4鹿 55 松山 弘平阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 446－101：26．94 56．6�
67 メイショウガンツ 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 444＋141：27．43 35．9�
55 � スズカルミナリー 牝3鹿 54 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 B450－211：27．5クビ 36．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，614，800円 複勝： 39，971，300円 枠連： 14，018，200円
馬連： 52，469，200円 馬単： 41，409，900円 ワイド： 25，968，500円
3連複： 73，332，000円 3連単： 160，659，900円 計： 431，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 260円 � 110円 枠 連（4－6） 3，750円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 760円 �� 180円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 236148 的中 � 56526（2番人気）
複勝票数 計 399713 的中 � 71414（2番人気）� 22580（6番人気）� 162507（1番人気）
枠連票数 計 140182 的中 （4－6） 2766（10番人気）
馬連票数 計 524692 的中 �� 10426（13番人気）
馬単票数 計 414099 的中 �� 4995（21番人気）
ワイド票数 計 259685 的中 �� 6928（10番人気）�� 47430（1番人気）�� 12742（6番人気）
3連複票数 計 733320 的中 ��� 38351（4番人気）
3連単票数 計1606599 的中 ��� 7973（41番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．5―12．3―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．1―47．6―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア メ リ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2012．12．1 中京2着

2010．5．17生 牝3栗 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 10戦2勝 賞金 20，660，000円

3109211月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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

710 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 476－ 81：52．9 16．1�
33 メテオライト 牡4栗 57 川田 将雅 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512＋12 〃 クビ 3．0�
22 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿57 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 460＋ 21：53．0クビ 2．8�
56 ノアオーカン 牡3黒鹿55 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 488± 01：53．32 36．5�
69 	 エ ク チ ュ ア 牡4鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 456＋ 81：53．4
 21．9�
812 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：53．82
 17．3

813 タイムアラウド 牡3鹿 55 藤田 伸二有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋241：53．9� 18．9�
711 ダブルファンタジー 牝3栗 53 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 468－ 21：54．0クビ 19．1�
11 ナムララオウ 牡3栗 55 C．ルメール 奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 502＋ 41：54．1
 6．9

（仏）

68 ニジノハヤテ 牡3黒鹿 55
52 ▲森 一馬杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 474＋ 81：54．42 111．4�

57 	 ミルクディッパー 牡4黒鹿57 藤岡 康太	ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills
Management 570＋161：54．72 49．4�

44 � チアフルウェルカム 牡4栗 57
56 ☆菱田 裕二吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 488＋ 61：55．23 55．3�

45 ナムラマンジロウ 牡3栗 55
53 △藤懸 貴志奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 488－ 41：58．3大差 14．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，649，400円 複勝： 44，818，300円 枠連： 19，583，500円
馬連： 70，302，900円 馬単： 46，185，400円 ワイド： 34，690，800円
3連複： 98，704，100円 3連単： 177，076，600円 計： 520，011，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 290円 � 150円 � 140円 枠 連（3－7） 1，490円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 8，500円

ワ イ ド �� 790円 �� 620円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 23，110円

票 数

単勝票数 計 286494 的中 � 14042（5番人気）
複勝票数 計 448183 的中 � 28926（4番人気）� 92285（2番人気）� 107705（1番人気）
枠連票数 計 195835 的中 （3－7） 9708（7番人気）
馬連票数 計 703029 的中 �� 17116（13番人気）
馬単票数 計 461854 的中 �� 4010（31番人気）
ワイド票数 計 346908 的中 �� 9309（8番人気）�� 12340（4番人気）�� 55524（1番人気）
3連複票数 計 987041 的中 ��� 41121（2番人気）
3連単票数 計1770766 的中 ��� 5656（60番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．8―12．7―12．6―12．5―12．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．0―49．7―1：02．3―1：14．8―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3
5（3，4）（1，12）－（2，7）（6，8）－（11，13）10－9
7，3（5，1）（4，12）2（6，8）13（11，10）－9

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

勝馬の
紹 介

カノヤプレジデント �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー 2013．1．5 京都3着

2010．4．10生 �3鹿 母 カノヤアカデミー 母母 ミヤママーガレット 12戦2勝 賞金 19，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラマンジロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月24日まで平地

競走に出走できない。
※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。



3109311月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時15分 （芝・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
1：06．9
1：06．5

良
良

712� シゲルアセロラ 牡4黒鹿57 C．ルメール 森中 蕃氏 目野 哲也 米
Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

476＋ 21：08．1 3．1�
（仏）

22 カシノランナウェイ 	3栗 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 492＋ 21：08．52
 6．9�
35 エランドール 牝5鹿 55 高倉 稜�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 448－ 21：08．71� 9．3�
713 ワキノブレイブ 牡3青鹿56 四位 洋文脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 486＋16 〃 クビ 6．0�
58 � ハイマウンテン 牝3鹿 54 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 446＋ 81：08．8クビ 95．5�
814 ドリームフォワード 牡6栗 57 太宰 啓介セゾンレースホース	 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 470＋161：08．9 38．2

610 ヤ マ ノ レ オ 	3栗 56 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 476－ 41：09．0
 12．6�
34 ショウナンスマイル 牡6鹿 57 古川 吉洋�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B464＋ 2 〃 クビ 184．3�
47 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 486＋ 41：09．1
 50．2
23 タイキガラハッド 牡5栗 57 川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502＋ 2 〃 クビ 30．3�
59 アーベントロート 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 58．7�
11 � ユールフェスト 牝4青鹿55 秋山真一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B466＋ 21：09．31� 4．3�
815 アグネスキズナ 牡3栗 56 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500＋ 21：09．4
 52．3�
611 ヒ ー ラ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 430－ 21：09．61
 15．8�
46 アグネスマチュア 牡4鹿 57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478－ 61：09．81� 113．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，860，900円 複勝： 49，548，600円 枠連： 26，411，300円
馬連： 92，524，300円 馬単： 52，132，400円 ワイド： 37，778，800円
3連複： 116，157，600円 3連単： 204，532，400円 計： 608，946，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 220円 � 230円 枠 連（2－7） 760円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 490円 �� 670円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 298609 的中 � 77045（1番人気）
複勝票数 計 495486 的中 � 108762（1番人気）� 56442（4番人気）� 50418（5番人気）
枠連票数 計 264113 的中 （2－7） 25965（3番人気）
馬連票数 計 925243 的中 �� 53978（3番人気）
馬単票数 計 521324 的中 �� 16426（5番人気）
ワイド票数 計 377788 的中 �� 19752（3番人気）�� 13662（7番人気）�� 16313（4番人気）
3連複票数 計1161576 的中 ��� 31123（4番人気）
3連単票数 計2045324 的中 ��� 12083（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―10．7―10．8―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．2―45．0―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルアセロラ �
�
父 Wildcat Heir �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー 2011．10．23 京都3着

2009．2．26生 牡4黒鹿 母 Conqueress 母母 Dazzlo 18戦4勝 賞金 54，084，000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。

3109411月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第10競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時50分 （芝・右）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：32．3
1：32．3

良
良

714 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 456－121：34．1 4．4�
23 アルトゥーナ 牝2黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 428＋ 2 〃 クビ 5．9�
48 ダイワレジェンド 牝2栗 54 C．ルメール 大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 41：34．31� 2．2�

（仏）

611 アースウィンド 牝2青鹿54 松山 弘平林 正道氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－ 21：34．4クビ 28．9�
612 フェイブルネージュ 牝2鹿 54 中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 61：34．61� 16．9�
35 ブルーヴァルキリー 牝2栗 54 幸 英明 	ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 430－ 4 〃 アタマ 167．8

59 テイエムナデューラ 牝2栗 54 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 430－ 41：34．92 373．5�
11 ベラフォレスタ 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 アタマ 31．1�
815 アドマイヤビジン 牝2芦 54 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 478＋ 6 〃 ハナ 9．9
24 ダンツキャンサー 牝2黒鹿54 小牧 太山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 468－ 6 〃 クビ 50．4�
510 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 442＋ 2 〃 アタマ 103．8�
47 フェブノヘア 牝2栗 54 川島 信二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432－ 21：35．0クビ 288．7�
816 ペプチドスピカ 牝2鹿 54 上村 洋行沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 408－121：35．31� 9．4�
713 コスモマイルール 牝2栗 54 高倉 稜岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 418－ 41：35．4	 227．3�
36 カシノタロン 牝2栗 54 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 428－ 41：35．71� 449．9�
12 ハニードント 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 448－ 41：36．02 81．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，996，100円 複勝： 77，657，100円 枠連： 32，587，500円
馬連： 133，674，900円 馬単： 85，477，400円 ワイド： 51，207，000円
3連複： 167，169，200円 3連単： 327，892，700円 計： 935，661，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（2－7） 1，290円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 570円 �� 250円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 599961 的中 � 107550（2番人気）
複勝票数 計 776571 的中 � 136657（2番人気）� 110211（3番人気）� 205526（1番人気）
枠連票数 計 325875 的中 （2－7） 18709（7番人気）
馬連票数 計1336749 的中 �� 67640（6番人気）
馬単票数 計 854774 的中 �� 21297（8番人気）
ワイド票数 計 512070 的中 �� 19551（6番人気）�� 55810（1番人気）�� 44611（2番人気）
3連複票数 計1671692 的中 ��� 110902（1番人気）
3連単票数 計3278927 的中 ��� 29948（15番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．3―12．0―12．0―11．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―34．8―46．8―58．8―1：10．4―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴデトワール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2013．10．5 京都1着

2011．1．29生 牝2黒鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 3戦2勝 賞金 16，850，000円
〔発走状況〕 ベラフォレスタ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 アルトゥーナ号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※コスモマイルール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

２レース目



3109511月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第11競走 ��
��1，200�

だ い ご

醍醐ステークス
発走15時30分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．11．24以降25．11．17まで1回以上出走馬；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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

68 レディオブオペラ 牝3黒鹿53 藤田 伸二 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 490＋ 21：07．9 1．4�

22 マッキーコバルト 牡7鹿 55 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B464± 01：08．11� 33．0�
45 メイショウイザヨイ 牝4鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 500－ 6 〃 クビ 14．1�
11 � オールブランニュー 牝7黒鹿51 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 466－141：08．31� 188．9�
812	 フレデフォート 牡6鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 458＋ 4 〃 アタマ 23．3	

（仏）

56 ダノンエレガント 牝4鹿 52 吉田 隼人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：08．4クビ 14．6

69 アルマリンピア 牝5鹿 53 酒井 学飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472－ 8 〃 クビ 32．1�
710 メイショウツガル 牡5鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 474＋121：08．5クビ 44．1�
33 マコトナワラタナ 牝4鹿 56 川田 将雅�ディアマント 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 452± 01：08．6
 5．0
57 ニシノビークイック 牡4栗 57 幸 英明西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 486＋ 6 〃 クビ 20．8�
813� オーシャンカレント 牡7鹿 56 和田 竜二吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 502± 01：08．81
 69．2�
44 リッカアリュール 牡7栗 51 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 498＋ 41：08．9
 318．1�
711 サザンブレイズ 牡5栗 54 川島 信二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478± 01：09．0� 127．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，381，800円 複勝： 153，759，200円 枠連： 42，222，800円
馬連： 185，820，700円 馬単： 138，390，600円 ワイド： 68，854，400円
3連複： 232，965，800円 3連単： 622，148，000円 計： 1，504，543，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 440円 � 300円 枠 連（2－6） 2，000円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 750円 �� 440円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 16，630円

票 数

単勝票数 計 603818 的中 � 343018（1番人気）
複勝票数 計1537592 的中 � 1007671（1番人気）� 36184（8番人気）� 59541（3番人気）
枠連票数 計 422228 的中 （2－6） 15589（8番人気）
馬連票数 計1858207 的中 �� 68338（7番人気）
馬単票数 計1383906 的中 �� 41294（8番人気）
ワイド票数 計 688544 的中 �� 22758（7番人気）�� 41720（3番人気）�� 6104（25番人気）
3連複票数 計2329658 的中 ��� 38060（14番人気）
3連単票数 計6221480 的中 ��� 27620（53番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．1―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―44．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディオブオペラ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．8．18 函館3着

2010．1．28生 牝3黒鹿 母 レディミドルトン 母母 Danuta 6戦4勝 賞金 43，480，000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。

3109611月24日 晴 良 （25京都5）第8日 第12競走 ��
��1，400�京都オータムリーフプレミアム

発走16時15分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬
は超過額1，100万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

12 ノーザンリバー 牡5鹿 56 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：23．4 7．3�
59 ナリタスーパーワン 牡4鹿 56 C．ルメール�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 0 〃 アタマ 4．1�
（仏）

47 � アーリーデイズ 	6鹿 56 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 米 George
Pruette 474－ 41：23．5
 439．5�

815 ホクセツダンス 牝5栗 54 松山 弘平平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 452＋ 6 〃 クビ 100．5�
23 タイムズアロー 牡5栗 56 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：23．6クビ 20．4	
35 セイカプリコーン 牡5鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 498＋ 8 〃 アタマ 227．1

510 スノードラゴン 牡5芦 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 508± 0 〃 同着 24．7�
11 スリーボストン 牡6鹿 58 秋山真一郎永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 520＋ 8 〃 クビ 5．9�
36 トキノエクセレント 牡5黒鹿56 松田 大作田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 466＋ 41：23．7クビ 102．8
612 タイセイファントム 牡5鹿 56 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 460＋ 61：23．91 56．2�
48 � シゲルソウサイ 牡5鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 512± 0 〃 クビ 44．6�
24 キ ズ マ 牡4鹿 56 藤田 伸二 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 494± 01：24．11� 2．7�
816 サウンドアクシス 牡7栗 56 太宰 啓介 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋101：24．42 430．6�
611 ロ ン グ ロ ウ 牡6芦 56 四位 洋文吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 544＋ 41：24．61� 47．8�
713 レッドクラウディア 牝4栗 53 池添 謙一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488± 01：24．7� 11．3�
714 エスケープマジック 牡5鹿 56 小坂 忠士 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 504＋161：25．12
 413．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，720，900円 複勝： 146，085，600円 枠連： 70，021，700円
馬連： 284，162，500円 馬単： 164，218，100円 ワイド： 111，947，500円
3連複： 370，827，600円 3連単： 765，294，100円 計： 2，007，278，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 180円 � 8，430円 枠 連（1－5） 650円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 630円 �� 23，220円 �� 16，270円

3 連 複 ��� 119，710円 3 連 単 ��� 682，180円

票 数

単勝票数 計 947209 的中 � 109571（4番人気）
複勝票数 計1460856 的中 � 189575（4番人気）� 261491（2番人気）� 3546（16番人気）
枠連票数 計 700217 的中 （1－5） 85274（3番人気）
馬連票数 計2841625 的中 �� 143910（5番人気）
馬単票数 計1642181 的中 �� 38864（11番人気）
ワイド票数 計1119475 的中 �� 50699（5番人気）�� 1213（79番人気）�� 1734（68番人気）
3連複票数 計3708276 的中 ��� 2441（171番人気）
3連単票数 計7652941 的中 ��� 884（928番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―12．0―11．9―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．8―46．8―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーザンリバー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian デビュー 2010．9．11 札幌2着

2008．4．12生 牡5鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 14戦5勝 賞金 105，897，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時16分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 イケドラゴン号・エーシンヒットマン号・オールドパサデナ号・キモンレッド号・サクラアルディート号・

サワノパンサー号・ストークアンドレイ号・ダノンスパシーバ号・ハートビートソング号・ブルロック号・
ミッドサマーフェア号・モグモグパクパク号・モンテエン号・ワイズリー号

※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。

４レース目



（25京都5）第8日 11月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

213，770，000円
8，460，000円
1，500，000円
19，320，000円
63，496，500円
5，068，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
421，287，500円
770，593，400円
279，530，100円
1，062，642，200円
719，858，200円
459，792，200円
1，418，531，100円
2，930，920，100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 8，063，154，800円

総入場人員 26，126名 （有料入場人員 23，443名）



平成25年度 第5回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，337頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

2，111，970，000円
6，240，000円
85，800，000円
22，890，000円
188，920，000円
506，242，000円
40，010，600円
12，835，200円

勝馬投票券売得金
4，047，697，400円
6，729，054，500円
2，778，391，900円
11，261，738，600円
6，704，148，200円
4，489，730，200円
15，781，271，900円
30，074，418，400円
2，069，406，800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
5 重 勝
計 83，935，857，900円

総入場延人員 193，027名 （有料入場延人員 174，129名）
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