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2801310月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55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

815 トウケイファルコン 牡2栗 55 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 486＋ 61：13．2 23．9�
611 アカリアイドル 牝2栗 54 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 B476－ 21：13．3� 4．1�
47 サカジロビューティ 牝2鹿 54

51 ▲小崎 綾也ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 432＋ 41：13．72� 3．8�
816 モントルルシュマン 牡2鹿 55 和田 竜二藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 444＋ 61：14．02 12．0�
59 スピールダンジュ 牝2芦 54

51 ▲義 英真津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 428± 01：14．21� 6．0�
510 メ ザ ニ ン 牡2栗 55 菱田 裕二山上 和良氏 牧田 和弥 浦河 小島牧場 480＋12 〃 クビ 90．8�
35 ミ ツ バ 牡2鹿 55 福永 祐一	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 446－ 2 〃 アタマ 6．0

24 アクアブルーパサー 牡2黒鹿55 幸 英明佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 474＋ 41：14．3クビ 9．2�
612 キャロライン 牡2栗 55 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 492＋ 2 〃 アタマ 19．2�
714 ディープブルー 牡2青鹿55 国分 恭介深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 426± 01：14．72� 34．5
48 シゲルオキヨマツリ 牝2栗 54 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 450＋121：15．33� 214．1�
36 グロウミングティア 牝2栗 54 D．ペロヴィッチ 山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 堤 牧場 450± 01：15．61� 18．6�

（伊）

713 ミルキーブレス 牝2鹿 54 太宰 啓介村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 444－ 81：16．23� 298．0�
12 カシノアムール 牝2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新ひだか 池田牧場 486＋ 41：16．3� 203．1�
11 エルフベレーザ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 450＋101：16．72� 40．8�
23 イチバンクジ 牡2栗 55 小林 徹弥蛭川 年明氏 安達 昭夫 むかわ 真壁 信一 446－121：18．19 239．3�
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売 得 金
単勝： 20，823，200円 複勝： 35，878，200円 枠連： 12，760，400円
馬連： 49，632，700円 馬単： 27，676，300円 ワイド： 27，436，200円
3連複： 70，892，300円 3連単： 95，682，900円 計： 340，782，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 490円 � 160円 � 150円 枠 連（6－8） 1，360円

馬 連 �� 4，790円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，550円 �� 340円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 57，800円

票 数

単勝票数 計 208232 的中 � 6969（9番人気）
複勝票数 計 358782 的中 � 13195（8番人気）� 62645（2番人気）� 77479（1番人気）
枠連票数 計 127604 的中 （6－8） 7256（7番人気）
馬連票数 計 496327 的中 �� 8026（20番人気）
馬単票数 計 276763 的中 �� 1770（44番人気）
ワイド票数 計 274362 的中 �� 4673（17番人気）�� 4243（21番人気）�� 23503（1番人気）
3連複票数 計 708923 的中 ��� 9119（17番人気）
3連単票数 計 956829 的中 ��� 1200（193番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．2―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．1―47．3―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．1
3 ・（11，12）15（14，16）2（1，7）－（3，5，13）－（8，9，4）10，6 4 11（12，15）16，14，7－（5，4）（2，13）（1，3）9，8，10，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トウケイファルコン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．17 新潟9着

2012．3．25生 牡2栗 母 サンセットロード 母母 シアトルサンセット 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 イチバンクジ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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。

2801410月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10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

68 シュヴァルグラン 牡2栗 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：00．8 1．7�
22 アルバートドック 牡2鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 42：01．01� 8．9�
33 ジムノペディ 牝2芦 54 浜中 俊吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454± 02：01．32 8．7�
79 オールマイアイ 牡2鹿 55 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512－ 22：01．4� 3．6�
67 カレンラストショー 牡2栗 55

53 △松若 風馬鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 430＋ 42：01．5クビ 29．0�
811 スピリッツミノル 牡2栗 55 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484－ 22：01．71	 145．2	
710 ユニヴァースパール 牝2黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 470－ 82：02．12� 14．3

11 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 55 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 546＋ 82：02．31� 43．6�
55 コスモアルゴル 牡2鹿 55 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 佐々木 恵一 466－ 4 〃 アタマ 137．9
44 フェブグレイトフル 牡2黒鹿55 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヤマタケ牧場 512－ 22：03．15 234．1�
56 マリアペスカ 牝2鹿 54 池添 謙一山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 454－ 62：04．05 152．9�
812 アロハカウボーイ 牡2黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 478＋ 42：04．21� 60．2�
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売 得 金
単勝： 26，226，300円 複勝： 82，428，400円 枠連： 12，317，800円
馬連： 50，221，900円 馬単： 39，142，400円 ワイド： 28，138，400円
3連複： 69，079，100円 3連単： 149，086，600円 計： 456，640，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 190円 枠 連（2－6） 820円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 310円 �� 330円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 262263 的中 � 121286（1番人気）
複勝票数 計 824284 的中 � 549083（1番人気）� 40852（4番人気）� 43389（3番人気）
枠連票数 計 123178 的中 （2－6） 11613（3番人気）
馬連票数 計 502219 的中 �� 46318（3番人気）
馬単票数 計 391424 的中 �� 27479（4番人気）
ワイド票数 計 281384 的中 �� 24523（2番人気）�� 22770（3番人気）�� 8126（9番人気）
3連複票数 計 690791 的中 ��� 27923（5番人気）
3連単票数 計1490866 的中 ��� 24527（11番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．8―11．7―11．9―12．6―12．1―12．4―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．3―47．0―58．9―1：11．5―1：23．6―1：36．0―1：48．4

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

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルグラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．9．21 阪神2着

2012．3．14生 牡2栗 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 カレンラストショー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 カレンラストショー号は，発走調教再審査。
※フェブグレイトフル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 京都競馬 第２日



2801510月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走10時55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
1：21．7
1：21．5

重
不良

69 カレンコティヤール 牝3栗 53 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 476＋ 21：24．5 6．5�
711 マーティンオート 牝4鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 486＋ 6 〃 アタマ 7．3�
58 ミッキーアップル 牝4鹿 55

53 △松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 492＋ 2 〃 クビ 2．2�
11 ルミナスパレード 牝3黒鹿53 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋221：24．6クビ 7．5�
33 プ リ ュ ム 牝5栗 55

52 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：25．02� 20．8�
34 コリャコリャ 牝3鹿 53 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 462＋101：25．21� 68．2	
814 レッドメイヴ 牝3鹿 53 藤岡 康太 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462－101：25．3� 22．8�
46 アリエスムーン 牝3青鹿53 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446± 01：25．5� 11．0�
57 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 川田 将雅北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 496＋ 6 〃 クビ 11．9
813 スリーカーニバル 牝4鹿 55 古川 吉洋永井商事
 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 472－ 41：25．6クビ 40．9�
610� セーノークイン 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 488± 01：25．91� 97．8�
45 デアリングプライド 牝5鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 502＋ 41：26．0クビ 19．3�
712 ハルシュタット 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋161：26．1� 315．8�
22 ウィットウォーター 牝3黒鹿53 酒井 学鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 454＋161：26．31	 192．7�
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売 得 金
単勝： 28，113，900円 複勝： 49，149，700円 枠連： 14，587，100円
馬連： 59，635，500円 馬単： 35，637，900円 ワイド： 34，963，600円
3連複： 80，949，000円 3連単： 121，695，600円 計： 424，732，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 150円 � 110円 枠 連（6－7） 2，430円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 620円 �� 280円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 12，520円

票 数

単勝票数 計 281139 的中 � 34363（2番人気）
複勝票数 計 491497 的中 � 58407（3番人気）� 68146（2番人気）� 168557（1番人気）
枠連票数 計 145871 的中 （6－7） 4645（11番人気）
馬連票数 計 596355 的中 �� 18131（7番人気）
馬単票数 計 356379 的中 �� 5554（17番人気）
ワイド票数 計 349636 的中 �� 12807（7番人気）�� 33723（1番人気）�� 31375（2番人気）
3連複票数 計 809490 的中 ��� 45733（1番人気）
3連単票数 計1216956 的中 ��� 7043（30番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―11．9―12．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．8―46．7―58．7―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンコティヤール �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．6．29 中京8着

2011．4．15生 牝3栗 母 タシロスプリング 母母 セ ナ リ オ 11戦2勝 賞金 19，020，000円
〔制裁〕 ルミナスパレード号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

2801610月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26京都4）第2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

88 スタンドバイミー 牡5鹿 60 林 満明石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 468＋ 43：17．2 1．3�
77 ダ イ コ ウ キ 牡4青鹿60 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 530＋ 63：18．69 4．0�
22 メイショウライウン 牡3鹿 58 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 446＋ 43：19．55 41．5�
11 リッシュレーヴ 牡4鹿 60 金子 光希山田 裕仁氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 480＋123：19．71 9．6�
55 シゲルビゼン 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 490＋ 43：21．8大差 15．8�
66 テイエムマッチョ 牡3鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 490－ 63：23．9大差 58．3�
33 � ブラックエレメント �6青鹿60 石神 深一日下部勝德氏 土田 稔 平取 北島牧場 468± 03：24．0クビ 74．7	
44 � ローオブネイチャー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 鈴木 康弘 むかわ 上水牧場 510＋103：25．610 21．2
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売 得 金
単勝： 18，097，800円 複勝： 34，824，300円 枠連： 発売なし
馬連： 32，840，200円 馬単： 31，151，700円 ワイド： 14，999，300円
3連複： 36，604，700円 3連単： 127，429，200円 計： 295，947，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 110円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 200円

ワ イ ド �� 110円 �� 700円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 180978 的中 � 106123（1番人気）
複勝票数 計 348243 的中 � 254087（1番人気）� 42469（2番人気）� 4640（6番人気）
馬連票数 計 328402 的中 �� 155456（1番人気）
馬単票数 計 311517 的中 �� 115591（1番人気）
ワイド票数 計 149993 的中 �� 59158（1番人気）�� 3449（10番人気）�� 3395（11番人気）
3連複票数 計 366047 的中 ��� 21536（4番人気）
3連単票数 計1274292 的中 ��� 42570（6番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．8－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

�
�
7（8，3）－5－2，1＝4＝6
8，7＝1－5－2＝3＝6＝4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スタンドバイミー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．6．25 阪神6着

2009．3．8生 牡5鹿 母 グロリアスバラッド 母母 マプティットジョリィ 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円



2801710月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：46．5
1：45．9

良
良

11 マサハヤドリーム 牡2鹿 55 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448 ―1：48．3 8．1�
89 クリプトグラム 牡2栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456 ―1：48．62 2．0�
33 ホッコーペリノア 牡2栗 55 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466 ―1：49．87 12．4�
44 メイケイヘリオス 牡2黒鹿55 川田 将雅名古屋競馬� 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 526 ―1：49．9� 11．5�
66 ナ ゴ ミ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真�イクタ 崎山 博樹 新冠 ムラカミファーム 434 ― 〃 ハナ 44．5	
55 ステイバーニング 牡2黒鹿55 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 462 ―1：50．11� 62．8

77 ライムスカッシュ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 514 ―1：50．31� 2．6�
22 アヴェントゥリーナ 牝2栗 54 D．ペロヴィッチ �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 438 ―1：50．51� 24．5�

（伊）

88 マニワバイオマス 牡2芦 55 田中 博康�サンライズ 高橋 義忠 新冠 森永 聡 534 ―1：51．13� 106．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，598，500円 複勝： 28，297，000円 枠連： 9，091，600円
馬連： 43，722，100円 馬単： 35，296，000円 ワイド： 21，139，400円
3連複： 52，717，500円 3連単： 134，493，800円 計： 349，355，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 190円 � 110円 � 220円 枠 連（1－8） 810円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 330円 �� 800円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 12，880円

票 数

単勝票数 計 245985 的中 � 24246（3番人気）
複勝票数 計 282970 的中 � 27958（3番人気）� 114134（1番人気）� 22150（5番人気）
枠連票数 計 90916 的中 （1－8） 8696（2番人気）
馬連票数 計 437221 的中 �� 35886（2番人気）
馬単票数 計 352960 的中 �� 10561（10番人気）
ワイド票数 計 211394 的中 �� 17463（2番人気）�� 6173（9番人気）�� 14192（6番人気）
3連複票数 計 527175 的中 ��� 17190（7番人気）
3連単票数 計1344938 的中 ��� 7566（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．0―48．5―1：01．0―1：13．4―1：25．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 6（4，9）2（1，7）3－5，8 4 6（4，9）2（1，7）3－5－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マサハヤドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．3．17生 牡2鹿 母 ラ ン ペ イ ア 母母 ス マ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※メイケイヘリオス号は，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。

2801810月12日 晴 良 （26京都4）第2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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

67 サンライズホーム 牡3青鹿55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 484＋ 21：52．8 9．5�
812 シャトーウインド 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 474＋ 6 〃 クビ 6．0�
68 サンライズレーヴ 牡3栗 55

52 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 462＋ 61：52．9� 19．3�

811 タマモネイヴィー 牡3鹿 55 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 490＋ 41：53．0� 6．4�
79 ヒロノエンペラー 牡4青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 472－ 41：53．32 59．0�
11 パーフェクトスコア 牡4青鹿 57

55 △松若 風馬 	キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 21：53．4クビ 7．2


55 ファイヤーロック 牡3黒鹿 55
52 ▲小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 474＋181：53．5� 4．5�
44 メイショウウタゲ 牡3栗 55 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 520＋241：53．6クビ 18．4�
33 クラウディオス 牡4栗 57 和田 竜二 	シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：54．02� 11．7
710 ワンダーブラザウン 牡4栗 57 藤田 伸二山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 466－101：54．74 40．3�
56 ジョナパランセ 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 498－ 61：55．65 151．4�
22 ケルンウィナー 牡3栗 55 岩田 康誠谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 504＋101：55．81� 4．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，373，600円 複勝： 47，502，600円 枠連： 15，808，100円
馬連： 62，025，500円 馬単： 32，353，200円 ワイド： 31，888，200円
3連複： 79，170，200円 3連単： 112，662，700円 計： 406，784，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 210円 � 520円 枠 連（6－8） 810円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，930円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 68，120円

票 数

単勝票数 計 253736 的中 � 21300（6番人気）
複勝票数 計 475026 的中 � 49760（6番人気）� 66896（3番人気）� 20252（8番人気）
枠連票数 計 158081 的中 （6－8） 15021（3番人気）
馬連票数 計 620255 的中 �� 17870（14番人気）
馬単票数 計 323532 的中 �� 4150（28番人気）
ワイド票数 計 318882 的中 �� 8987（13番人気）�� 4182（29番人気）�� 5517（21番人気）
3連複票数 計 791702 的中 ��� 5051（49番人気）
3連単票数 計1126627 的中 ��� 1199（266番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．7―12．4―12．6―12．7―12．6―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―49．1―1：01．7―1：14．4―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホーム �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．2生 牡3青鹿 母 エピーメロン 母母 ピースフルワールド 8戦1勝 賞金 9，300，000円
［他本会外：1戦1勝］



2801910月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時15分 （芝・右・外）
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
1：31．4
1：30．7

良
良

36 タガノスカイ 牝3鹿 53 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋ 81：32．5 16．7�

713 ベアトリッツ 牝4鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 436＋101：32．71� 3．5�
816 ダノンルージュ 牝4鹿 55 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：32．91	 9．9�
714 リヴィエール 牝3芦 53 菱田 裕二杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464＋ 61：33．0
 26．8�
611 ラブラバード 牡4芦 57 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 8 〃 クビ 5．3	
817 ジョーウォルター 牡3鹿 55 藤田 伸二上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 462＋ 41：33．21	 40．7

11 サイモンラムセス 牡4鹿 57 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 444± 01：33．3
 6．0�
48 サンライズバード 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 476＋14 〃 クビ 162．2�
35 ブルーフラッシュ 牡3芦 55 浜中 俊桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 452＋141：33．4� 11．0
510 リスヴェリアート 牡4鹿 57 酒井 学�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 448＋ 2 〃 ハナ 22．3�
23 ヤマノハヤブサ 牡3黒鹿55 松田 大作山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 458＋ 21：33．71
 43．3�
818 グインネヴィア 牝5栗 55

52 ▲小崎 綾也 �サンデーレーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 21：33．8� 24．1�

59 シードオブハピネス 牝3黒鹿53 池添 謙一�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 430＋ 4 〃 アタマ 52．6�
24 アグネスキング 牡3黒鹿55 川須 栄彦渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 514＋101：33．9� 109．6�
612 ミューラルクラウン 牝3黒鹿 53

51 △松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472＋ 61：34．0
 18．2�
12 メイショウネブタ 牡3鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 482＋121：34．1� 12．9�
47 � レガリテート 牡4鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋14 〃 クビ 52．5�
715 エーシンフルマーク 5栗 57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 494－ 21：36．9大差 134．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，937，300円 複勝： 60，656，900円 枠連： 25，467，600円
馬連： 88，740，300円 馬単： 42，388，300円 ワイド： 47，680，300円
3連複： 118，364，000円 3連単： 161，687，500円 計： 577，922，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 450円 � 170円 � 270円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 9，410円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，670円 �� 590円

3 連 複 ��� 10，850円 3 連 単 ��� 77，730円

票 数

単勝票数 計 329373 的中 � 15695（7番人気）
複勝票数 計 606569 的中 � 29126（7番人気）� 113408（1番人気）� 56829（4番人気）
枠連票数 計 254676 的中 （3－7） 15625（5番人気）
馬連票数 計 887403 的中 �� 18489（13番人気）
馬単票数 計 423883 的中 �� 3376（34番人気）
ワイド票数 計 476803 的中 �� 10071（10番人気）�� 4382（30番人気）�� 22088（4番人気）
3連複票数 計1183640 的中 ��� 8176（28番人気）
3連単票数 計1616875 的中 ��� 1508（201番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．0―11．7―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―34．2―46．2―57．9―1：09．2―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノスカイ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．17 小倉3着

2011．2．1生 牝3鹿 母 オーバーザスカイ 母母 オーバーザウォール 6戦2勝 賞金 18，274，000円
〔制裁〕 ベアトリッツ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・10

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンフルマーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月12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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オフェーリアシチー号・カシノランナウェイ号
（非抽選馬） 1頭 チョウアコガレ号

2802010月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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 7，500，000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

816 グランプリナイト 牡4黒鹿57 川田 将雅�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 514＋ 61：11．8 3．0�
12 コ ラ ン ダ ム �5栗 57 岩田 康誠山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 502－ 61：12．01� 7．1�
47 タッチシタイ 牡4栗 57

55 △松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 482＋ 21：12．21	 5．7�
48 サクラヴァローレ 牡3鹿 55 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 506－101：12．3	 4．7�
23 デンコウライド 牡3青鹿55 北村 友一田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 464＋ 4 〃 クビ 29．4�
713 ストームシャドウ 牡3鹿 55 浜中 俊前田 幸治氏 安田 隆行 日高 オリオンファーム 532－ 21：12．61
 21．4	
35 ド ン マ ネ ー 牡4黒鹿57 幸 英明山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 468＋101：12．7	 14．7

815 タマモプラネット 牡4芦 57 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488－ 41：12．8
 9．2�
612 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 440－ 41：12．9
 213．9�
611 ハクユウカンベエ 牡3鹿 55 松山 弘平 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 480＋ 21：13．11 21．0
714 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 484＋101：13．2クビ 21．2�
510 レガリアシチー 牡4鹿 57

54 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 502＋ 41：13．62	 80．6�
11 テイエムロカビリー 牡3芦 55

52 ▲小崎 綾也竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 472± 01：13．7クビ 252．1�
36 バイオレットムーン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 518＋ 81：14．44 151．3�
24 � サーカスタウン 牡5栗 57 国分 優作吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 502＋ 61：14．72 48．8�
59 オグリブライアン 牡3栗 55 川須 栄彦小栗 孝一氏 高橋 康之 新ひだか 野表 篤夫 434－141：15．76 314．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，663，000円 複勝： 55，955，200円 枠連： 29，373，900円
馬連： 91，382，300円 馬単： 48，441，300円 ワイド： 45，448，900円
3連複： 119，451，200円 3連単： 170，628，800円 計： 594，344，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 170円 � 160円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 430円 �� 380円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計 336630 的中 � 87276（1番人気）
複勝票数 計 559552 的中 � 124942（1番人気）� 74361（4番人気）� 86127（2番人気）
枠連票数 計 293739 的中 （1－8） 26710（2番人気）
馬連票数 計 913823 的中 �� 67347（3番人気）
馬単票数 計 484413 的中 �� 21235（4番人気）
ワイド票数 計 454489 的中 �� 26949（3番人気）�� 31696（1番人気）�� 18535（6番人気）
3連複票数 計1194512 的中 ��� 55728（1番人気）
3連単票数 計1706288 的中 ��� 19935（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリナイト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．2．3 中京6着

2010．5．11生 牡4黒鹿 母 アイラインローザー 母母 エイシングレシャス 18戦3勝 賞金 34，020，000円
〔制裁〕 グランプリナイト号の騎手川田将雅は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

サクラヴァローレ号の騎手藤岡佑介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）



2802110月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000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
1：20．6
1：20．3

良
良

44 コートシャルマン 牝2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448＋141：21．3 2．8�
33 ダノングラシアス 牝2黒鹿54 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 498＋ 2 〃 クビ 3．8�
55 タガノヴェルリー 牝2鹿 54 武 幸四郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 21：21．4� 6．1�
22 バ チ ス タ 牝2鹿 54 浜中 俊 P.S．スライ氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440－ 21：21．5クビ 6．1�
77 ナムラマミー 牝2鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 412± 01：21．6� 16．8	
78 ウインバニラスカイ 牝2芦 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 446± 01：21．81	 10．6

89 デイドリーム 牝2栗 54 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 464－101：22．01� 14．9�
66 エイシンアリエル 牝2鹿 54 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 488＋ 41：22．63� 15．1�
11 タマモパステル 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 404－101：22．7クビ 41．2
810
 ウ ー マ ン 牝2青鹿54 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 444－ 61：23．65 167．4�

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，727，500円 複勝： 52，191，000円 枠連： 19，667，500円
馬連： 97，776，800円 馬単： 58，891，700円 ワイド： 42，144，100円
3連複： 112，173，900円 3連単： 230，644，300円 計： 653，216，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（3－4） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 220円 �� 400円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，420円

票 数

単勝票数 計 397275 的中 � 110573（1番人気）
複勝票数 計 521910 的中 � 127466（1番人気）� 101145（2番人気）� 74791（3番人気）
枠連票数 計 196675 的中 （3－4） 32845（1番人気）
馬連票数 計 977768 的中 �� 146471（1番人気）
馬単票数 計 588917 的中 �� 47103（1番人気）
ワイド票数 計 421441 的中 �� 56166（1番人気）�� 25050（5番人気）�� 25209（4番人気）
3連複票数 計1121739 的中 ��� 78715（2番人気）
3連単票数 計2306443 的中 ��� 48870（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―45．9―57．7―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コートシャルマン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2014．7．6 中京1着

2012．2．10生 牝2鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 2戦2勝 賞金 17，017，000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。

2802210月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

き よ た き

清 滝 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

811 アルバタックス 牡4栗 57 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 498－ 21：45．8 2．4�
810 タ ブ レ ッ ト 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532± 01：46．01� 2．8�
78 エタンダール 牡5鹿 57 松若 風馬広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 458＋ 21：46．21	 10．5�
44 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 498－ 21：46．41	 10．4�
11 ア ル テ 牡3栗 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 2 〃 アタマ 10．1	
55 スズカアンペール 牡6鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 高橋 康之 むかわ 新井牧場 478＋ 4 〃 クビ 44．7

33 アドマイヤカーリン 牡6青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 ハナ 16．1�
79 ストロベリーキング 牡3黒鹿55 D．ペロヴィッチ 田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 472± 0 〃 ハナ 20．9�

（伊）

66 
 ファルスター 牡6鹿 57 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：46．5クビ 37．6
22 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 01：46．71	 26．7�
67 ツヨシノブルーム �5芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 500＋ 61：47．02 162．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，068，900円 複勝： 66，675，100円 枠連： 34，291，900円
馬連： 130，276，500円 馬単： 79，798，000円 ワイド： 57，180，900円
3連複： 171，828，700円 3連単： 342，311，100円 計： 927，431，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 210円 枠 連（8－8） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 160円 �� 460円 �� 560円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 450689 的中 � 149410（1番人気）
複勝票数 計 666751 的中 � 208658（1番人気）� 145542（2番人気）� 50518（6番人気）
枠連票数 計 342919 的中 （8－8） 95903（1番人気）
馬連票数 計1302765 的中 �� 344390（1番人気）
馬単票数 計 797980 的中 �� 110761（1番人気）
ワイド票数 計 571809 的中 �� 123867（1番人気）�� 26848（4番人気）�� 21015（8番人気）
3連複票数 計1718287 的中 ��� 141958（2番人気）
3連単票数 計3423111 的中 ��� 86359（3番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―11．4―11．8―12．0―11．8―11．6―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―35．9―47．7―59．7―1：11．5―1：23．1―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルバタックス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．28 京都2着

2010．3．8生 牡4栗 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 20戦4勝 賞金 68，971，000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。

２レース目



2802310月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス

発走15時35分 （芝・右）
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，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

23 � ヘニーハウンド 牡6栗 56 菱田 裕二林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast
Farms, LLC 506± 01：06．7レコード 94．8�

11 � エイシンブルズアイ 牡3栗 54 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 456＋ 41：06．91	 3．8�
611 ルナフォンターナ 牝5栗 55 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 61：07．11	 4．8�
815 ワキノブレイブ 牡4青鹿56 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 488＋ 21：07．2
 23．0�
24 ウイングザムーン 牝5鹿 55 池添 謙一�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496＋ 81：07．3
 7．1	
12 アルマリンピア 牝6鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 490＋ 61：07．4
 40．7

48 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 56 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 468＋ 6 〃 クビ 18．4�
816 ガ ン ジ ス 牡5栗 57 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：07．5クビ 27．4�
35 キョウワマグナム 牡7鹿 56 和田 竜二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 532－ 81：07．71	 182．4
510 サドンストーム 牡5栗 56 国分 優作 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 480＋ 2 〃 クビ 29．6�
59 メイショウイザヨイ 牝5鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 520± 01：07．8クビ 7．0�
36 アイラブリリ 牝5黒鹿54 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 450－ 21：08．12 11．5�
612 メイショウデイム 牝7黒鹿54 小林 徹弥松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 488－ 21：08．2� 217．9�
47 � エーシントップ 牡4黒鹿58 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

530＋ 4 〃 ハナ 9．9�
713 メモリアルイヤー 牝6栗 54 古川 吉洋西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 B494＋121：08．41
 141．9�
714�� フ ギ ン 牝4黒鹿54 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 456＋ 61：09．46 10．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 81，225，000円 複勝： 110，101，300円 枠連： 68，045，200円
馬連： 341，664，400円 馬単： 155，583，600円 ワイド： 122，276，100円
3連複： 470，586，200円 3連単： 779，348，500円 計： 2，128，830，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，480円 複 勝 � 1，500円 � 160円 � 180円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 19，300円 馬 単 �� 53，620円

ワ イ ド �� 5，250円 �� 6，830円 �� 430円

3 連 複 ��� 31，350円 3 連 単 ��� 380，490円

票 数

単勝票数 計 812250 的中 � 6850（13番人気）
複勝票数 計1101013 的中 � 12853（13番人気）� 219705（1番人気）� 181022（2番人気）
枠連票数 計 680452 的中 （1－2） 42845（4番人気）
馬連票数 計3416644 的中 �� 13713（52番人気）
馬単票数 計1555836 的中 �� 2176（120番人気）
ワイド票数 計1222761 的中 �� 5640（56番人気）�� 4323（63番人気）�� 81680（1番人気）
3連複票数 計4705862 的中 ��� 11258（106番人気）
3連単票数 計7793485 的中 ��� 1485（930番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．5―11．0―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．6―43．6―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F34．1
3 6，7－（9，14）13，1（2，16）3（11，15）（12，4）（8，10）5 4 6，7，9，14，1，13（2，16）3（11，15）4（12，10）8－5

勝馬の
紹 介

�ヘニーハウンド �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Crusader Sword デビュー 2010．11．27 東京1着

2008．5．13生 牡6栗 母 Beautiful Moment 母母 Proud Minstrel 20戦4勝 賞金 95，074，000円

2802410月12日 晴 良 （26京都4）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

22 ロスヴァイセ 牝3黒鹿53 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：24．1 10．3�
33 アーバンレジェンド 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 クビ 7．3�
79 ア メ リ 牝4栗 55 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 460＋ 61：24．52� 2．0�
67 ビートゴーズオン 牝3栗 53

51 △松若 風馬 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 21：24．71� 10．7�

811 ワキノネクサス 牝5鹿 55
52 ▲小崎 綾也脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 456± 0 〃 クビ 22．0�

66 	 カ ク シ ア ジ 牝3鹿 53 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 420＋ 41：24．91� 32．7	
（伊）

55 サ ン レ ー ン 牝4鹿 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋101：25．11 3．5


11 デンコウデア 牝5黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 482＋ 61：25．31� 25．1�
78 	 ネオアレクサンドラ 牝5鹿 55 北村 友一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋141：25．62 49．7�
810 シニスタークイーン 牝5黒鹿 55

52 ▲義 英真�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 460＋ 41：26．13 70．0
44 スマートロデム 牝4鹿 55 藤田 伸二大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社

松田牧場 460－ 8 〃 ハナ 86．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 52，906，900円 複勝： 80，531，700円 枠連： 30，224，500円
馬連： 172，126，300円 馬単： 80，197，300円 ワイド： 60，795，200円
3連複： 166，145，900円 3連単： 371，582，500円 計： 1，014，510，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 220円 � 190円 � 110円 枠 連（2－3） 3，700円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 8，390円

ワ イ ド �� 990円 �� 410円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 24，700円

票 数

単勝票数 計 529069 的中 � 40801（4番人気）
複勝票数 計 805317 的中 � 58029（4番人気）� 73781（3番人気）� 354114（1番人気）
枠連票数 計 302245 的中 （2－3） 6329（14番人気）
馬連票数 計1721263 的中 �� 35560（11番人気）
馬単票数 計 801973 的中 �� 7167（24番人気）
ワイド票数 計 607952 的中 �� 14047（13番人気）�� 38249（3番人気）�� 57414（2番人気）
3連複票数 計1661459 的中 ��� 66437（6番人気）
3連単票数 計3715825 的中 ��� 10903（74番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―12．0―12．0―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―34．6―46．6―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロスヴァイセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．7．27 小倉4着

2011．2．22生 牝3黒鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 11戦3勝 賞金 29，750，000円
〔発走状況〕 デンコウデア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

４レース目



（26京都4）第2日 10月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

209，080，000円
6，360，000円
1，240，000円
19，090，000円
60，812，000円
4，443，600円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
428，761，900円
704，191，400円
271，635，600円
1，220，044，500円
666，557，700円
534，090，600円
1，547，962，700円
2，797，253，500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 8，170，497，900円

総入場人員 23，031名 （有料入場人員 20，520名）
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