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2800110月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・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
1：32．3
1：32．3

良
良

59 マイティティー 牝2鹿 54 武 豊五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458－ 61：33．7 9．2�
11 ティーエスクライ 牝2芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444＋ 61：33．91� 3．5�
612 ニューエディション 牝2黒鹿54 福永 祐一 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 436－ 81：34．21� 3．1�
23 レッドメアラス 牝2芦 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 462± 01：34．51� 7．7�
36 ソ ラ ー ナ 牝2鹿 54 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 422－ 21：34．6� 10．9�
611 チェリーシェイディ 牝2栗 54 秋山真一郎戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 460＋ 21：34．92 11．7	
12 モアニケアラ 牝2芦 54 池添 謙一名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436－101：35．0� 13．7

713 ゼットスウィート 牝2鹿 54

51 ▲小崎 綾也�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 462－ 21：35．21� 58．0�
47 ハギノナトゥーラ 牝2鹿 54 松山 弘平日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 41：35．3� 16．3
817 パンプキンパイ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 424＋ 81：35．4� 34．7�
816 メイショウワゴコロ 牝2青鹿 54

52 △松若 風馬松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 442－ 4 〃 ハナ 39．2�
715 クリムゾンスカイ 牝2栗 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 444± 0 〃 アタマ 323．2�
35 ソ ニ ッ ク 牝2栗 54 太宰 啓介�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 420± 0 〃 クビ 275．7�
48 サウンドバゴダンス 牝2黒鹿54 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 信成牧場 398－ 41：35．72 149．9�
24 テイエムマンゲツ 牝2栗 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 448＋ 21：35．91 275．3�
510 オーキャロル 牝2栗 54 森 一馬�田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 424± 01：36．0� 224．8�
714 フェイスオフ 牝2栗 54 松田 大作山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか タガミファーム 440＋ 21：36．74 453．5�
818 カシノノゾミ 牝2栗 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 438－ 41：37．23 218．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，407，600円 複勝： 41，648，300円 枠連： 13，007，000円
馬連： 50，712，200円 馬単： 27，993，200円 ワイド： 29，032，900円
3連複： 68，589，500円 3連単： 89，791，300円 計： 341，182，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 230円 � 130円 � 130円 枠 連（1－5） 1，240円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 600円 �� 530円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 13，790円

票 数

単勝票数 計 204076 的中 � 17697（4番人気）
複勝票数 計 416483 的中 � 33182（4番人気）� 92591（2番人気）� 100635（1番人気）
枠連票数 計 130070 的中 （1－5） 8072（5番人気）
馬連票数 計 507122 的中 �� 24322（5番人気）
馬単票数 計 279932 的中 �� 5333（15番人気）
ワイド票数 計 290329 的中 �� 11466（6番人気）�� 13264（3番人気）�� 31020（1番人気）
3連複票数 計 685895 的中 ��� 31202（2番人気）
3連単票数 計 897913 的中 ��� 4720（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．0―12．0―11．9―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―46．8―58．8―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイティティー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．10 小倉5着

2012．3．6生 牝2鹿 母 チアズガディス 母母 チアズグレイス 3戦1勝 賞金 7，000，000円

2800210月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右・外）

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
1：46．5
1：45．9

良
良

45 タガノエスプレッソ 牡2鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444＋ 41：47．9 2．0�

11 アドマイヤロケット 牡2青鹿55 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 6．5�
711 ネオスターダム 牡2黒鹿55 浜中 俊一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 21：48．32� 6．9�
813 シャッターチャンス 牡2鹿 55 福永 祐一前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 434± 01：48．51� 7．7�
69 ジェネラルゴジップ 牡2青鹿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 454± 01：48．71� 4．1�
56 ピアノコンチェルト 牝2黒鹿54 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 408＋ 21：49．02 98．8

710 ディーバスター 牝2黒鹿54 川須 栄彦	ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432± 01：49．1クビ 218．3�
812 スマートアロー 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 456± 01：49．31� 20．9�

22 エンドオブジアース 牡2黒鹿55 池添 謙一飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 472＋ 81：49．4� 216．2
68 デンコウコテツ 牡2栗 55

53 △松若 風馬田中 康弘氏 中村 均 浦河 日の出牧場 450± 01：49．61� 204．1�
33 ワールドカップ 牡2黒鹿55 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 472－ 41：50．55 403．7�
44 イノチクレナイ 牝2栗 54 高倉 稜小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 418－ 41：51．77 159．0�
57 ナムラビッグマン 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 520－141：52．23 98．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，172，600円 複勝： 54，922，500円 枠連： 11，287，700円
馬連： 47，570，600円 馬単： 33，855，500円 ワイド： 26，371，500円
3連複： 59，918，800円 3連単： 106，824，300円 計： 369，923，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（1－4） 790円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 280円 �� 290円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 291726 的中 � 114433（1番人気）
複勝票数 計 549225 的中 � 239639（1番人気）� 66962（4番人気）� 67238（3番人気）
枠連票数 計 112877 的中 （1－4） 10957（4番人気）
馬連票数 計 475706 的中 �� 53284（3番人気）
馬単票数 計 338555 的中 �� 25480（3番人気）
ワイド票数 計 263715 的中 �� 25126（3番人気）�� 23970（4番人気）�� 12683（7番人気）
3連複票数 計 599188 的中 ��� 38872（5番人気）
3連単票数 計1068243 的中 ��� 17200（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．1―47．4―1：00．2―1：12．9―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡2鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラビッグマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月11日まで平地

競走に出走できない。

第４回 京都競馬 第１日



2800310月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10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 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

813� フォンタネットポー 牝2栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 514 ―1：26．3 1．9�

45 ケンブリッジゴール 牡2栗 55 藤田 伸二中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 444 ― 〃 クビ 6．7�

22 デ ィ ア デ ム 牝2黒鹿54 幸 英明小林 久義氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 466 ―1：27．04 27．0�
33 セレブレイトソング 牡2栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 クビ 3．7�
711 ナムラジョフレ 牡2黒鹿 55

53 △岩崎 翼奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 418 ―1：27．42� 10．7�
57 アリエスジューゴー 牡2鹿 55 古川 吉洋武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 488 ―1：27．5� 28．8	
710 ル ナ ツ ー 牝2鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 472 ―1：27．81	 45．3

69 オイルタウン 牡2栗 55 国分 優作山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 446 ―1：28．11	 21．8�
68 ジョヴィアル 牝2栗 54 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 クビ 36．4�
56 クリノチクバオー 牡2栗 55 D．ペロヴィッチ 栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 518 ― 〃 ハナ 34．0

（伊）

812 タガノプレアデス 牡2黒鹿55 中谷 雄太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476 ―1：28．2クビ 59．0�

44 タマモスマッシュ 牡2鹿 55 藤岡 佑介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 432 ―1：29．05 63．9�
11 セ イ ブ ア ス 牡2鹿 55 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 496 ―1：29．63� 149．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，770，100円 複勝： 31，383，800円 枠連： 10，918，900円
馬連： 35，466，000円 馬単： 27，123，200円 ワイド： 21，446，900円
3連複： 44，522，300円 3連単： 78，223，000円 計： 267，854，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 440円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 410円 �� 920円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 187701 的中 � 75710（1番人気）
複勝票数 計 313838 的中 � 128722（1番人気）� 30126（4番人気）� 10605（6番人気）
枠連票数 計 109189 的中 （4－8） 13323（2番人気）
馬連票数 計 354660 的中 �� 39106（2番人気）
馬単票数 計 271232 的中 �� 22372（2番人気）
ワイド票数 計 214469 的中 �� 14673（3番人気）�� 5807（7番人気）�� 3035（18番人気）
3連複票数 計 445223 的中 ��� 8371（12番人気）
3連単票数 計 782230 的中 ��� 5984（21番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．0―12．4―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．6―48．0―1：00．9―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォンタネットポー �
�
父 Dunkirk �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2012．3．2生 牝2栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 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。

2800410月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26京都4）第1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

66 ドリームハヤテ 牡4鹿 60 熊沢 重文セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 508＋ 63：14．7 1．5�
77 メイショウアラワシ 牡3栗 58 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 460＋ 63：15．65 4．3�
44 レッドフォルツァ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B496－103：17．7大差 5．4�
55 メイショウドルセー 牡5黒鹿60 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 480－ 23：19．310 64．3�
11 フ リ メ ー ル 牝3栗 56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 428＋ 63：19．62 45．8	
22 プ レ ス リ ー 牡3黒鹿58 田村 太雅田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 480＋ 43：20．55 69．7

88 メイショウイッシン 牡6黒鹿60 林 満明松本 和子氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 520＋103：21．35 15．6�
33 イゾラベッラ 牡3芦 58 難波 剛健金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 546－ 2 （競走中止） 17．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 15，827，900円 複勝： 36，784，200円 枠連： 発売なし
馬連： 28，204，300円 馬単： 27，115，900円 ワイド： 13，310，700円
3連複： 34，525，000円 3連単： 113，496，500円 計： 269，264，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 100円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 120円 �� 140円 �� 170円

3 連 複 ��� 180円 3 連 単 ��� 430円

票 数

単勝票数 計 158279 的中 � 83855（1番人気）
複勝票数 計 367842 的中 � 275864（1番人気）� 34619（2番人気）� 26707（3番人気）
馬連票数 計 282043 的中 �� 98479（1番人気）
馬単票数 計 271159 的中 �� 73007（1番人気）
ワイド票数 計 133107 的中 �� 33193（1番人気）�� 24349（2番人気）�� 15844（3番人気）
3連複票数 計 345250 的中 ��� 136819（1番人気）
3連単票数 計1134965 的中 ��� 188301（1番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 52．0－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

�
�
6－（1，4）（7，8）＝5＝2
6－7＝1，4＝8－5＝2

勝馬の
紹 介

ドリームハヤテ 
�
父 メイショウボーラー 

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．7．29 小倉6着

2010．4．10生 牡4鹿 母 トーホウハヤカゼ 母母 ウェディングベリー 障害：7戦1勝 賞金 13，400，000円
〔競走中止〕 イゾラベッラ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目3号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

追 加 記 事（第 4回阪神競馬第 8日第 3競走）
〔その他〕　　アスターノワール号は，競走中に疾病〔左第１趾骨近位骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2800510月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第5競走 ��
��1，400�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
1：20．6
1：20．3

良
良

58 ペ ル フ ィ カ 牝2黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440 ―1：21．2 17．6�

46 � アポロケンタッキー 牡2鹿 55 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 532 ―1：21．41� 4．4�

815 メジャーガラメキ 牝2栗 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 ハナ 2．8�
34 サトノギアス 牡2鹿 55

53 △松若 風馬里見 治氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 432 ―1：21．71	 23．8�
713 コウエイサムライ 牡2芦 55 高倉 稜西岡 静男氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 462 ―1：21．91� 101．0�
35 タガノポワン 牝2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 414 ―1：22．11� 20．1	

814 トウケイウルフ 牡2栗 55 松山 弘平木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 欽一 420 ―1：22．2	 91．3

611� マイグリュック 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 吉村 圭司 英 Watership

Down Stud 470 ― 〃 ハナ 11．2�
22 スピードチュウイ 牡2栗 55 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 454 ―1：22．41� 20．7
712 タケルクラウン 牡2鹿 55 岩田 康誠森 保彦氏 坂口 正則 浦河 中村 雅明 442 ―1：22．61 62．7�
59 ホッコービフレスト 牡2鹿 55 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 
川 啓一 478 ― 〃 クビ 5．2�
610 クラウンラフィナ 牝2青 54 北村 友一�クラウン 北出 成人 日高 日高大洋牧場 456 ―1：22．7� 8．2�
23 デルマチハヤ 牝2栗 54 菱田 裕二浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 432 ―1：22．91� 118．5�
11 ラガーマイレッカー 牝2栗 54 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 村下 清志 486 ―1：23．0	 122．4�
47 アナザーデイ 牝2芦 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 480 ―1：24．49 34．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，926，000円 複勝： 30，806，700円 枠連： 15，856，300円
馬連： 43，803，700円 馬単： 26，295，700円 ワイド： 24，737，800円
3連複： 58，562，500円 3連単： 79，457，100円 計： 301，445，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 400円 � 160円 � 140円 枠 連（4－5） 960円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 11，290円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，110円 �� 350円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 63，440円

票 数

単勝票数 計 219260 的中 � 9924（6番人気）
複勝票数 計 308067 的中 � 13852（7番人気）� 51941（2番人気）� 71112（1番人気）
枠連票数 計 158563 的中 （4－5） 12771（6番人気）
馬連票数 計 438037 的中 �� 6389（19番人気）
馬単票数 計 262957 的中 �� 1746（39番人気）
ワイド票数 計 247378 的中 �� 3245（22番人気）�� 5448（11番人気）�� 20193（1番人気）
3連複票数 計 585625 的中 ��� 8199（13番人気）
3連単票数 計 794571 的中 ��� 908（186番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．6―12．0―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．7―45．3―57．3―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペ ル フ ィ カ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sky Mesa 初出走

2012．2．22生 牝2黒鹿 母 スティーリンキッシーズ 母母 Seewillo 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2800610月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

45 ニシノシュロ 牝3青鹿53 藤岡 佑介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 490± 01：52．5 4．4�
57 パフュームボム 牝3鹿 53

51 △岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 462＋ 61：52．6� 6．6�
813 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 61：53．45 31．7�
610 レッドジゼル 牝4鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 470－ 81：53．5クビ 2．4�
814 シュシュブリーズ 牝3黒鹿53 藤岡 康太 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋10 〃 クビ 28．3	
34 ア ル カ ナ 牝4鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 21：53．71� 28．5

712 アルマミーア 牝3黒鹿53 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋101：53．8クビ 7．0�
22 ヴ ァ ー ス 牝3青 53

51 △松若 風馬名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 438－ 61：53．9� 102．6�
711 シャスターデイジー 牝4栗 55 武 幸四郎�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋121：54．11� 10．0
46 ワンダフルバディ 牝3芦 53 酒井 学堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 426± 01：54．2� 255．5�
58 プリンセスミユキ 牝3芦 53

50 ▲小崎 綾也小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 460＋ 21：54．41� 214．1�
11 アイディアバイオ 牝3鹿 53 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 462＋141：55．25 10．0�
33 グッドタルト 牝3栗 53 古川 吉洋杉立 恭平氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 444－ 61：56．79 198．0�
69 シセイタマテ 牝3鹿 53 幸 英明猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 白井牧場 448± 01：57．23 345．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，622，900円 複勝： 37，600，800円 枠連： 13，922，100円
馬連： 50，382，100円 馬単： 28，613，500円 ワイド： 25，647，900円
3連複： 65，210，200円 3連単： 95，285，100円 計： 342，284，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 180円 � 590円 枠 連（4－5） 1，380円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，240円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 41，990円

票 数

単勝票数 計 256229 的中 � 45890（2番人気）
複勝票数 計 376008 的中 � 78685（2番人気）� 55745（3番人気）� 11900（8番人気）
枠連票数 計 139221 的中 （4－5） 7798（6番人気）
馬連票数 計 503821 的中 �� 33747（4番人気）
馬単票数 計 286135 的中 �� 10026（5番人気）
ワイド票数 計 256479 的中 �� 16242（4番人気）�� 2797（24番人気）�� 2588（27番人気）
3連複票数 計 652102 的中 ��� 4793（36番人気）
3連単票数 計 952851 的中 ��� 1645（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．0―49．7―1：02．1―1：14．3―1：26．5―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．2
1
3
14，5，11（1，12）10（7，8）－9（3，4）6，2＝13・（14，5）11（1，10）12，7－（3，4）8（6，2）－9－13

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

勝馬の
紹 介

ニシノシュロ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．28 新潟3着

2011．3．22生 牝3青鹿 母 ニシノブラッサム 母母 デユプリシト 12戦2勝 賞金 21，100，000円



2800710月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57
55 △松若 風馬一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 474＋ 61：23．6 4．8�
11 メイショウホウトウ 牡3青鹿55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486－ 2 〃 クビ 7．0�
612 アドマイヤヤング 牡3青鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 516＋101：24．02� 7．9�
12 クァンタムギア 牡3黒鹿55 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B474－121：24．1	 58．5�
816
 トータルヒート 牝3栗 53 池添 謙一 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 460＋141：24．2	 2．1�
24 アイアムナチュラル 牡3鹿 55 藤田 伸二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 512＋ 21：24．3クビ 14．5	
611 オースミチャド 牡3鹿 55 福永 祐一
オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 488＋ 61：24．62 15．6�
713
 ティズトレメンダス 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Morgan’s
Ford Farm 502－ 41：24．81� 18．8�

47 メイショウカフウ 牡3鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 470＋181：24．9クビ 44．1
510� ゴールドブラザー 牡4栗 57

55 △岩崎 翼加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 478－ 2 〃 クビ 44．0�
59 
 エ ク チ ュ ア 牡5鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 英 Value

Bloodstock 458＋141：25．0クビ 155．9�
35 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 480－ 41：25．32 52．2�
815 グロシュラライト 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 454＋ 81：25．93� 134．7�
36 ディープカジノ 牡3鹿 55 太宰 啓介深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 456－ 61：26．64 124．2�
48 コウエイダイオウ 牡3芦 55 国分 優作西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 476＋161：27．45 180．4�
714
 ヴードゥーフェスト 牡4青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 540＋ 81：28．35 74．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，422，700円 複勝： 45，534，900円 枠連： 20，427，500円
馬連： 66，972，600円 馬単： 36，915，900円 ワイド： 34，548，000円
3連複： 83，350，000円 3連単： 121，158，400円 計： 440，330，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 210円 � 210円 枠 連（1－2） 1，000円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 520円 �� 690円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 20，340円

票 数

単勝票数 計 314227 的中 � 51364（2番人気）
複勝票数 計 455349 的中 � 91753（2番人気）� 51281（4番人気）� 52252（3番人気）
枠連票数 計 204275 的中 （1－2） 15717（5番人気）
馬連票数 計 669726 的中 �� 35630（4番人気）
馬単票数 計 369159 的中 �� 8253（11番人気）
ワイド票数 計 345480 的中 �� 17373（4番人気）�� 12750（6番人気）�� 12044（8番人気）
3連複票数 計 833500 的中 ��� 16266（11番人気）
3連単票数 計1211584 的中 ��� 4317（49番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．0―12．0―12．1―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ッ キ セ ヨ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．1．26 京都11着

2010．3．29生 牡4鹿 母 タニノバーバラ 母母 タニノブーケ 18戦2勝 賞金 30，000，000円

2800810月11日 晴 良 （26京都4）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

59 � マヤノラムダ 牡4栗 57 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B502＋ 81：59．3 115．4�
817 イ サ ベ ル 牝3鹿 53 福永 祐一近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450± 01：59．4� 6．6�
23 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 55 北村 友一 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 466＋101：59．5� 7．8�
713 ビップレボルシオン 牡3鹿 55 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 516＋ 61：59．6	 7．6�
36 ナンヨーユナ 牝4芦 55 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 472＋101：59．7	 15．8�
611 マイネリベルタス 牝3鹿 53 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 81：59．91
 30．6

715 ゼウスバローズ 牡3鹿 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 460＋182：00．0	 2．4�
714 トップアート 牡3鹿 55 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 450＋ 62：00．1� 7．6�
818 ウェーブゴールド 牡3黒鹿55 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 19．6
612 グランスエルテ 牡4栗 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 22：00．2クビ 28．1�
510 ミッキータイガー 牡4鹿 57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 494＋18 〃 クビ 27．5�
35 カレングランブルー 牡3栗 55 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 450＋ 82：00．52 107．3�
12 デ ビ ル 牡3黒鹿55 四位 洋文寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510＋ 8 〃 クビ 24．5�
11 ダンツキャッチ �3鹿 55 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 500＋ 62：00．6クビ 315．0�
48 バリローチェ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 アタマ 141．8�
24 ハギノセゾン 牝3青鹿 53

51 △松若 風馬安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 468＋162：00．7� 167．6�
47 � テイエムレオネッサ 牝4栗 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 482＋ 22：00．8クビ 235．1�
816 エスターブレ 牝4栗 55 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 464± 0 〃 クビ 288．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，717，600円 複勝： 57，285，700円 枠連： 27，588，100円
馬連： 85，928，400円 馬単： 41，151，100円 ワイド： 43，783，400円
3連複： 100，980，400円 3連単： 145，106，200円 計： 537，540，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，540円 複 勝 � 1，280円 � 270円 � 310円 枠 連（5－8） 4，160円

馬 連 �� 38，090円 馬 単 �� 81，860円

ワ イ ド �� 13，300円 �� 6，130円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 82，680円 3 連 単 ��� 665，830円

票 数

単勝票数 計 357176 的中 � 2475（13番人気）
複勝票数 計 572857 的中 � 9964（12番人気）� 60889（4番人気）� 50670（5番人気）
枠連票数 計 275881 的中 （5－8） 5134（11番人気）
馬連票数 計 859284 的中 �� 1748（68番人気）
馬単票数 計 411511 的中 �� 377（138番人気）
ワイド票数 計 437834 的中 �� 834（74番人気）�� 1822（50番人気）�� 8150（13番人気）
3連複票数 計1009804 的中 ��� 916（185番人気）
3連単票数 計1451062 的中 ��� 158（1260番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．7―12．4―12．4―12．4―11．5―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―36．3―48．7―1：01．1―1：13．5―1：25．0―1：36．5―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．3
1
3
12，9，17，3（8，16）（6，11）4，10，7，15（13，14）18，5，2，1
12，9，16（17，14）（11，15）（3，8，18）10（4，13）6（7，2）－（5，1）

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

勝馬の
紹 介

�マヤノラムダ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス

2010．4．30生 牡4栗 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー 9戦1勝 賞金 12，350，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 テイエムレオネッサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



2800910月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第9競走 ��
��1，400�

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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 アルボナンザ 牝4栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 462－ 61：23．6 8．6�
816 コーリンギデオン 牡5鹿 57 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 460± 01：23．81� 32．4�
612 マズルファイヤー 牡4青鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 564－ 61：23．9クビ 5．1�
23 カネトシビバーチェ 牝3鹿 53 武 豊兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 454＋301：24．22 16．6�
48 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B514± 01：24．41	 83．5�
59 ケンブリッジギルド 牡3栗 55 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 466＋ 4 〃 クビ 23．1	
815 メイショウマルマル 牡4芦 57 川田 将雅松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 506－ 21：24．61 9．5

510 ビタミンエース 牡3鹿 55 藤岡 康太村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 502＋ 21：24．7� 78．1�
713 リュクスメジャー 牝5栗 55 浜中 俊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋14 〃 ハナ 4．7�
11 
 メイショウヤマナミ 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490＋ 61：24．91	 89．5
35 � コリンブレッセ 牡5鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 504＋ 2 〃 アタマ 16．8�
714 メイショウコルノ 牡3黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 530＋ 41：25．53� 88．2�
12 ヤマニンメンヒル 牡5鹿 57 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 482＋ 2 〃 クビ 207．6�
24 
 サトノデプロマット 牡4黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 504＋141：25．6クビ 2．9�
611 ハニードント 牝3栗 53 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 450＋101：26．87 31．2�
36 フローズンロープ 牡3黒鹿55 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474－101：27．22� 60．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，305，900円 複勝： 70，974，500円 枠連： 29，809，400円
馬連： 110，696，300円 馬単： 55，229，200円 ワイド： 51，856，200円
3連複： 141，089，900円 3連単： 199，117，300円 計： 701，078，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 600円 � 220円 枠 連（4－8） 2，960円

馬 連 �� 11，560円 馬 単 �� 18，820円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 1，040円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 20，890円 3 連 単 ��� 155，560円

票 数

単勝票数 計 423059 的中 � 39169（4番人気）
複勝票数 計 709745 的中 � 69595（4番人気）� 26265（9番人気）� 94817（3番人気）
枠連票数 計 298094 的中 （4－8） 7801（13番人気）
馬連票数 計1106963 的中 �� 7417（35番人気）
馬単票数 計 552292 的中 �� 2200（61番人気）
ワイド票数 計 518562 的中 �� 5325（31番人気）�� 13188（10番人気）�� 5394（29番人気）
3連複票数 計1410899 的中 ��� 5065（65番人気）
3連単票数 計1991173 的中 ��� 928（463番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―11．7―12．1―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．3―46．0―58．1―1：10．7

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 エスジーボナンザ 母母 エスジービアンカ 16戦4勝 賞金 53，674，000円
〔制裁〕 サトノデプロマット号の騎手和田竜二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・2番・1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。
（非抽選馬） 3頭 タガノナパヴァレー号・デンコウヒノマル号・メイショウゲンブ号

2801010月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

あ た ご

愛 宕 特 別
発走15時00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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

711 アドマイヤランディ 牡3栗 55 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：51．6 19．8�
57 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 486＋141：51．91� 16．1�
34 スノーモンキー 牡4鹿 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 442－ 21：52．0	 7．0�
813 タガノプリンス 牡6鹿 57 武 豊八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 4 〃 クビ 6．3�
610 ツルマルスピリット 牡7青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 506± 01：52．1クビ 40．2�
33 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：52．31
 6．0	
46 ポメグラネイト 牡3栗 55 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 554＋ 61：52．62 33．3

58 � ミッキーマーチ �5栗 57 幸 英明野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B514＋ 6 〃 クビ 20．9�
45 サトノスーペリア 牡3黒鹿55 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 470＋10 〃 ハナ 22．2�
22 プルーフポジティブ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 468± 01：52．81
 78．1
712 アーサーバローズ 牡5栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 476＋ 4 〃 ハナ 56．2�
11 カリスマサンタイム 牡4黒鹿57 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 504＋ 21：53．01
 124．5�
69 メイショウサリマン 牡6栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 480－ 81：53．42	 78．7�
814 シ ョ ー グ ン 牡4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 630＋ 41：53．71� 2．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，361，200円 複勝： 67，099，700円 枠連： 40，130，800円
馬連： 119，374，700円 馬単： 60，478，300円 ワイド： 54，237，400円
3連複： 156，107，700円 3連単： 227，998，000円 計： 777，787，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 540円 � 410円 � 220円 枠 連（5－7） 4，390円

馬 連 �� 11，350円 馬 単 �� 24，210円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 1，840円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 23，120円 3 連 単 ��� 141，520円

票 数

単勝票数 計 523612 的中 � 21128（6番人気）
複勝票数 計 670997 的中 � 28816（8番人気）� 40836（5番人気）� 94911（4番人気）
枠連票数 計 401308 的中 （5－7） 7084（13番人気）
馬連票数 計1193747 的中 �� 8144（34番人気）
馬単票数 計 604783 的中 �� 1873（72番人気）
ワイド票数 計 542374 的中 �� 3835（38番人気）�� 7598（21番人気）�� 12561（11番人気）
3連複票数 計1561077 的中 ��� 5063（65番人気）
3連単票数 計2279980 的中 ��� 1168（422番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．3―49．0―1：02．2―1：14．6―1：26．8―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤランディ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．6 京都8着

2011．4．29生 牡3栗 母 ゴーオンマイウェイ 母母 シーキングロイヤル 7戦3勝 賞金 27，422，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2801110月11日 晴 良 （26京都4）第1日 第11競走 ��
��2，000�

おおはら

大原ステークス
発走15時35分 （芝・右）
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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

814 デウスウルト �6黒鹿57 武 豊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：58．2 14．0�
712 ダノンシンフォニー 牡4鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444－ 4 〃 クビ 6．5�
11 	 ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 57 藤田 伸二林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 496＋ 61：58．41
 9．4�
34 ブレークビーツ �4鹿 57 秋山真一郎吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444－ 61：58．5� 24．8�
45 トーホウストロング 牡6黒鹿57 藤岡 佑介東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 490＋ 21：58．6� 165．8�
58 アクションスター 牡4栗 57 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋101：58．81
 8．5	
22 バッドボーイ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 508－ 21：58．9� 1．9

610� スミデロキャニオン 牡5鹿 57 浜中 俊吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 9．1�
711 スマートリバティー 牡6鹿 57 D．ペロヴィッチ 大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 454＋ 61：59．11
 134．0�

（伊）

33 ユウキソルジャー 牡5鹿 57 国分 優作ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 438－ 2 〃 アタマ 27．8
813 テイエムイナズマ 牡4黒鹿57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 502－ 81：59．31
 18．8�
69 ヒラボクビクトリー 牡6鹿 57 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 456± 01：59．4� 266．3�
46 デリッツァリモーネ 牡3鹿 55 福永 祐一 �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 482＋141：59．61
 30．4�
57 ロードエアフォース 牡6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 494－ 21：59．81 167．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 83，894，100円 複勝： 118，433，800円 枠連： 48，445，900円
馬連： 260，428，800円 馬単： 125，537，300円 ワイド： 97，092，600円
3連複： 331，926，600円 3連単： 586，255，200円 計： 1，652，014，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 280円 � 210円 � 300円 枠 連（7－8） 1，570円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，450円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 11，570円 3 連 単 ��� 82，590円

票 数

単勝票数 計 838941 的中 � 47872（6番人気）
複勝票数 計1184338 的中 � 108608（5番人気）� 160215（2番人気）� 95879（6番人気）
枠連票数 計 484459 的中 （7－8） 23864（7番人気）
馬連票数 計2604288 的中 �� 50725（16番人気）
馬単票数 計1255373 的中 �� 10687（34番人気）
ワイド票数 計 970926 的中 �� 21189（14番人気）�� 17052（18番人気）�� 22100（12番人気）
3連複票数 計3319266 的中 ��� 21501（38番人気）
3連単票数 計5862552 的中 ��� 5146（257番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．2―12．2―12．2―12．2―11．6―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．6―47．8―1：00．0―1：12．2―1：23．8―1：35．1―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．4
1
3
1，7，2（4，13）（3，6）（5，9）（8，10）14－12，11
1，7，13（2，4）9（3，5，6，10）（8，14）－12，11

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

勝馬の
紹 介

デウスウルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．25 阪神2着

2008．4．2生 �6黒鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 18戦4勝 賞金 76，016，000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。

2801210月11日 晴 良 （26京都4）第1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）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

58 サトノスパークル 牡3鹿 55 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 500＋101：11．4 2．5�
712 セイウンチカラ 牡4鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 490± 01：11．61� 7．5�
46 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 菱田 裕二横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 488－ 21：11．92 20．3�
59 � ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 482－ 61：12．0� 18．3�
22 プライムグローリー 牡3黒鹿55 浜中 俊吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 2．8�
814 スズカブリザード 牡8鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 512－ 21：12．1	 89．1	
34 リッシンロケット 牡4芦 57 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464＋ 61：12．31� 57．0

47 ビバハイタッチ 牡3栗 55 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 472－ 6 〃 クビ 13．0�
713� スリーエスペラント 牡4栗 57 酒井 学永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 502＋ 41：12．4クビ 38．5
610 ビービーブレイン 
3鹿 55 松田 大作�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 492＋ 4 〃 クビ 133．3�
815 ローレルシャイニー 牡4黒鹿57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 474＋ 4 〃 ハナ 171．9�
11 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 高倉 稜今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B494＋101：12．93 13．6�
23 テイエムスリラー 牡3鹿 55 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 566＋181：13．32� 255．7�
611 シゲルオウシザ 牡4栗 57 福永 祐一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 536＋ 4 〃 ハナ 28．0�
35 カシノボルト 牡3鹿 55 北村 友一柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 504＋ 41：13．4クビ 140．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，136，800円 複勝： 65，216，600円 枠連： 32，213，700円
馬連： 151，992，100円 馬単： 65，738，300円 ワイド： 58，707，400円
3連複： 160，229，700円 3連単： 272，893，400円 計： 853，128，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 220円 � 410円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 520円 �� 990円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 18，340円

票 数

単勝票数 計 461368 的中 � 145992（1番人気）
複勝票数 計 652166 的中 � 151650（2番人気）� 71541（3番人気）� 31282（7番人気）
枠連票数 計 322137 的中 （5－7） 34538（2番人気）
馬連票数 計1519921 的中 �� 100373（2番人気）
馬単票数 計 657383 的中 �� 27897（3番人気）
ワイド票数 計 587074 的中 �� 30799（2番人気）�� 15066（10番人気）�� 8236（21番人気）
3連複票数 計1602297 的中 ��� 21593（15番人気）
3連単票数 計2728934 的中 ��� 10784（43番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―11．7―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―46．9―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 ・（2，12）－（1，3）8（4，9）5（10，11）14，6（13，15）7 4 ・（2，12）（1，3）8（4，9）（10，5，11）14，6（13，15）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノスパークル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Salt Lake デビュー 2013．11．10 京都10着

2011．2．1生 牡3鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean 6戦2勝 賞金 16，350，000円
〔制裁〕 テイエムスリラー号の騎手熊沢重文は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。



（26京都4）第1日 10月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

206，550，000円
2，080，000円
8，120，000円
1，520，000円
18，370，000円
66，601，000円
4，989，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
423，565，400円
657，691，500円
263，607，400円
1，051，531，800円
556，047，100円
480，772，700円
1，305，012，600円
2，115，605，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，853，834，300円

総入場人員 16，949名 （有料入場人員 14，912名）
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