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3101311月9日 雨 良 （26京都5）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時10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

11 タマモイレブン 牡2鹿 55 岩田 康誠タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 510＋ 21：12．6 3．1�
22 ヒラボククラウン 牡2栗 55 福永 祐一�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 460＋ 21：12．81 7．2�
811 ツーエムマイスター 牡2黒鹿55 太宰 啓介水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 454＋ 2 〃 ハナ 2．7�
79 ノースウィナー 牡2栗 55 武 豊吉澤 克己氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：13．12 6．3�
78 サトノハーデス 牡2鹿 55 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 460－121：13．2クビ 7．3�
67 デンコウコハク 牝2栗 54 小林 徹弥田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 444＋ 41：14．05 49．3	
44 メイショウハイネス 牡2鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486＋12 〃 アタマ 29．4

55 ダイゴサクラ 牝2鹿 54 国分 優作岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 460± 01：14．31� 21．4�
33 ボストンヴィーナス 牝2黒鹿54 幸 英明ボストンホース� 岩元 市三 安平 吉田牧場 484＋ 81：14．72� 43．6�
810 ロードエスペランサ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真 �ロードホースクラブ 高橋 康之 浦河 高村牧場 472－121：14．8クビ 219．2
66 マサノボーラー 牝2栗 54 松田 大作猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 448± 01：15．22� 152．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，553，400円 複勝： 28，783，900円 枠連： 10，570，500円
馬連： 42，151，000円 馬単： 27，775，400円 ワイド： 23，248，500円
3連複： 58，750，300円 3連単： 99，656，100円 計： 313，489，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（1－2） 900円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 270円 �� 170円 �� 320円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 225534 的中 � 57957（2番人気）
複勝票数 計 287839 的中 � 66382（2番人気）� 41510（3番人気）� 69088（1番人気）
枠連票数 計 105705 的中 （1－2） 9009（4番人気）
馬連票数 計 421510 的中 �� 36954（2番人気）
馬単票数 計 277754 的中 �� 13620（4番人気）
ワイド票数 計 232485 的中 �� 19820（2番人気）�� 42481（1番人気）�� 16008（4番人気）
3連複票数 計 587503 的中 ��� 63912（1番人気）
3連単票数 計 996561 的中 ��� 18379（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―11．9―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．8―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモイレブン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．10．5 新潟4着

2012．3．26生 牡2鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 3戦1勝 賞金 8，100，000円

3101411月9日 雨 良 （26京都5）第2日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時40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

24 ヤマニンナジャーハ 牝2黒鹿54 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 430－ 41：22．4 6．2�
714 ダイメイチャンプ 牝2鹿 54 藤岡 佑介宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 462－ 4 〃 クビ 15．0�
23 ラッフォルツァート 牝2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 ハナ 3．0�
611 オ マ ケ 牝2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 446－ 41：22．5� 84．6�
713� アポロケンタッキー 牡2鹿 55 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 524± 01：22．6	 3．3�
35 トウケイリニア 牡2鹿 55 武 幸四郎木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 444＋ 41：22．81 24．4	
12 ロードチャレンジ 牡2栃栗55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 428＋10 〃 クビ 55．5

47 ラブローレル 牝2青鹿54 松田 大作増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 412＋10 〃 ハナ 43．6�
612 マツリダアンバター 牡2黒鹿55 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 450－ 21：22．9クビ 96．9�
816 サトノギアス 牡2鹿 55 藤岡 康太里見 治氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 434＋ 2 〃 クビ 12．7
815 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 444－ 21：23．11
 185．0�
36 カノヤカノニカル 牝2鹿 54

51 ▲義 英真神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 444－ 2 〃 クビ 221．7�
11 フォースター 牡2栗 55 藤田 伸二中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 454－ 21：23．2クビ 27．0�
48 サマーサラファン 牝2芦 54 太宰 啓介セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 418－ 4 〃 ハナ 159．6�
59 シゲルヤマガサ 牝2栗 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 矢野牧場 418± 01：23．83� 412．6�
510 タマモホットポット 牝2黒鹿54 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 414＋ 81：24．22� 6．3�
817 サイクルヒッター 牡2栗 55 幸 英明西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 422± 01：25．26 243．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 19，961，400円 複勝： 32，868，500円 枠連： 14，246，000円
馬連： 46，425，400円 馬単： 27，902，700円 ワイド： 24，394，300円
3連複： 60，431，400円 3連単： 90，414，100円 計： 316，643，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 280円 � 150円 枠 連（2－7） 280円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 380円 �� 660円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 43，720円

票 数

単勝票数 計 199614 的中 � 25429（3番人気）
複勝票数 計 328685 的中 � 43777（3番人気）� 24699（5番人気）� 71392（2番人気）
枠連票数 計 142460 的中 （2－7） 38386（1番人気）
馬連票数 計 464254 的中 �� 6365（17番人気）
馬単票数 計 279027 的中 �� 2394（28番人気）
ワイド票数 計 243943 的中 �� 2867（20番人気）�� 18121（2番人気）�� 9383（8番人気）
3連複票数 計 604314 的中 ��� 8021（16番人気）
3連単票数 計 904141 的中 ��� 1499（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．0―46．7―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．7
3 7，14，3（11，16）4，13（1，15）（8，10，17）2，12（6，5）－9 4 7（3，14）16（4，11）（1，13）（15，10）2（8，12，17，5）6，9

勝馬の
紹 介

ヤマニンナジャーハ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2014．10．18 福島3着

2012．5．1生 牝2黒鹿 母 ヤマニンシュクル 母母 ヤマニンジュエリー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第５回 京都競馬 第２日



3101511月9日 雨 良 （26京都5）第2日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時10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

22 プレシャスルージュ 牡2黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 21：25．4 2．6�
33 マルカメテオ 牡2栗 55 松山 弘平河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 470＋ 41：25．93 15．6�
67 ミトノゴールド 牡2栗 55 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：26．0� 8．3�
811 タ イ ユ ー ル 牡2芦 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 496＋221：26．1� 19．2�
710� デ ブ リ ン 牡2栗 55 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 504＋ 41：26．52� 2．8	
56 アリエスジューゴー 牡2鹿 55 国分 恭介武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 488± 01：26．81	 20．1

44 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 464－ 81：27．22� 116．2�
55 ナガラキコウシ 牡2栃栗55 幸 英明長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 448－ 41：27．3	 46．6�
11 サウスリバティー 牡2栗 55 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 450＋ 41：27．51 25．6
812 ハギノナトゥーラ 牝2鹿 54 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488＋ 81：28．56 6．4�
68 � セイウンクロエ 牝2黒鹿54 国分 優作西山 茂行氏 田所 秀孝 愛 Earl Haras

de Cisai 438－ 41：29．67 252．6�
79 イエスマインド 牝2鹿 54

51 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 500＋ 21：30．55 218．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，569，700円 複勝： 34，810，000円 枠連： 10，862，400円
馬連： 50，211，600円 馬単： 31，449，400円 ワイド： 29，388，200円
3連複： 66，096，100円 3連単： 114，138，500円 計： 364，525，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 500円 � 180円 枠 連（2－3） 2，380円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 740円 �� 390円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計 275697 的中 � 84684（1番人気）
複勝票数 計 348100 的中 � 97474（1番人気）� 12155（8番人気）� 46850（3番人気）
枠連票数 計 108624 的中 （2－3） 3529（9番人気）
馬連票数 計 502116 的中 �� 12915（12番人気）
馬単票数 計 314494 的中 �� 6617（14番人気）
ワイド票数 計 293882 的中 �� 10071（7番人気）�� 21367（2番人気）�� 3961（19番人気）
3連複票数 計 660961 的中 ��� 10314（16番人気）
3連単票数 計1141385 的中 ��� 3962（64番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．0―12．5―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．4―47．9―1：00．4―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．5
3 ・（3，9）（2，7）（5，12）1，6（4，11）－8－10 4 ・（3，7）2，9（1，5）（6，12，11）4，8，10

勝馬の
紹 介

プレシャスルージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．26 中京12着

2012．2．17生 牡2黒鹿 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエスマインド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月9日まで平地競

走に出走できない。

3101611月9日 雨 良 （26京都5）第2日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時40分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

23 コルボノワール 牝2青鹿54 四位 洋文�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 446 ―1：36．7 10．8�
714 ワーキングプライド 牝2鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502 ―1：36．8� 5．3�
713 タッチングスピーチ 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458 ―1：36．9� 3．3�
59 シーオブラブ 牝2鹿 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 418 ― 〃 クビ 6．4�
36 サンクボヌール 牝2栗 54 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：37．0クビ 18．0	
817 ト ゥ ル ビ ネ 牝2芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 クビ 7．2

12 ハッピーコラソン 牝2青鹿54 武 豊松島 正昭氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 428 ― 〃 ハナ 7．7�
47 ハッピーユニバンス 牝2黒鹿54 秋山真一郎亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．21� 30．6�
11 アグネスリュシアン 牝2鹿 54 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 460 ―1：37．3� 23．0
818 エレガンスレディ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真国田 正忠氏 森田 直行 新冠 ハシモトフアーム 438 ― 〃 クビ 302．8�
48 プリミティブライフ 牝2栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：37．51� 174．0�
24 デンタルキューティ 牝2青 54 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 448 ―1：37．71 118．7�
816 クインズメモリア 牝2鹿 54 北村 友一 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 日高 沖田牧場 418 ―1：37．91� 20．6�
715 シャインバルキリー 牝2栗 54 藤岡 佑介杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 432 ― 〃 ハナ 127．4�
35 ドラゴンラヴ 牝2鹿 54 和田 竜二窪田 康志氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 468 ―1：38．0クビ 58．1�
612 シャイニーパンサー 牝2青鹿54 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 464 ―1：38．53 77．7�
611 サイダーパンチ 牝2鹿 54 幸 英明栗嶋 豊明氏 鈴木 孝志 新ひだか 荒谷 輝和 436 ―1：38．6� 183．4�
510 ファーマアイス 牝2鹿 54 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 浦河 赤田牧場 490 ―1：39．55 126．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，818，500円 複勝： 30，910，600円 枠連： 18，023，300円
馬連： 50，420，500円 馬単： 25，926，700円 ワイド： 24，539，500円
3連複： 60，725，900円 3連単： 84，794，800円 計： 321，159，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 230円 � 160円 � 150円 枠 連（2－7） 1，100円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 990円 �� 800円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 24，130円

票 数

単勝票数 計 258185 的中 � 19071（6番人気）
複勝票数 計 309106 的中 � 28104（5番人気）� 52565（2番人気）� 62665（1番人気）
枠連票数 計 180233 的中 （2－7） 12692（5番人気）
馬連票数 計 504205 的中 �� 14324（9番人気）
馬単票数 計 259267 的中 �� 3748（18番人気）
ワイド票数 計 245395 的中 �� 5835（11番人気）�� 7417（6番人気）�� 23975（1番人気）
3連複票数 計 607259 的中 ��� 16841（4番人気）
3連単票数 計 847948 的中 ��� 2547（48番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．8―12．2―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―49．1―1：01．3―1：13．2―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．4
3 ・（5，6，17，18）（1，4，14）15，2（10，16）8（7，13）（12，3）（9，11） 4 ・（5，6，17，18）（1，4，14）（2，15）8（16，13）（7，10）3，9（12，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コルボノワール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2012．1．27生 牝2青鹿 母 エールドクラージュ 母母 ジョウノマチエール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルサリエ号



3101711月9日 雨 良 （26京都5）第2日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時30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
2：00．3
1：59．9

良
良

78 シャイニングレイ 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512 ―2：04．1 3．3�
89 クロイツェル 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 474 ―2：04．73� 3．1�

（仏）

66 アドマイヤスカイ 牡2青鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 クビ 7．4�
33 ラインルーフ 牡2栗 55 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 498 ―2：05．02 9．7�
77 ブロードキャスト 牡2芦 55 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500 ―2：05．21� 7．2�
55 ダンツカペラ 牡2黒鹿55 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 480 ― 〃 ハナ 26．4	
22 ロードプレステージ 牡2黒鹿55 松田 大作 
ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 448 ― 〃 クビ 30．9�
11 レッドアルティスタ 牡2鹿 55 岩田 康誠 
東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478 ―2：05．41� 7．2�
810 マイネルレオーネ 牡2黒鹿55 松山 弘平 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 392 ― 〃 アタマ 29．2
44 メイショウオウケン 牡2栗 55 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 420 ―2：05．61� 80．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，669，900円 複勝： 26，043，500円 枠連： 9，858，100円
馬連： 44，359，000円 馬単： 28，733，600円 ワイド： 20，609，000円
3連複： 50，954，300円 3連単： 93，699，600円 計： 297，927，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 230円 �� 390円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 236699 的中 � 56946（2番人気）
複勝票数 計 260435 的中 � 54103（2番人気）� 62344（1番人気）� 30763（3番人気）
枠連票数 計 98581 的中 （7－8） 21337（1番人気）
馬連票数 計 443590 的中 �� 63621（1番人気）
馬単票数 計 287336 的中 �� 18512（2番人気）
ワイド票数 計 206090 的中 �� 25786（1番人気）�� 12779（3番人気）�� 12901（2番人気）
3連複票数 計 509543 的中 ��� 37859（2番人気）
3連単票数 計 936996 的中 ��� 16853（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．8―13．4―12．9―13．2―12．9―12．8―10．8―10．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．3―50．7―1：03．6―1：16．8―1：29．7―1：42．5―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

シャイニングレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2012．5．22生 牡2鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 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。

3101811月9日 小雨 良 （26京都5）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時05分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：08．0
1：07．8

良
良

22 メイショウマサカゼ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 500－ 21：08．6 51．2�
33 グランデサムライ 牡2青鹿55 北村 友一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 456＋ 41：08．81� 13．4�
89 マジックシャトル 牡2栗 55 浜中 俊林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 490＋121：09．12 8．4�
44 トウショウピスト 牡2鹿 55 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 01：09．2� 1．6�
11 カノヤカンザクラ 牡2栗 55 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 508± 01：09．51	 6．3	
77 
 エクシードリミッツ 牝2栗 54 秋山真一郎吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 460－ 61：09．6� 9．0

66 エイシンアリエル 牝2鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 480－ 81：09．7	 15．7�
88 タムロダイチ 牡2鹿 55 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 498± 01：10．12� 14．4�
55 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 454＋ 41：11．16 38．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 32，163，700円 複勝： 67，120，400円 枠連： 12，027，700円
馬連： 53，542，000円 馬単： 42，292，200円 ワイド： 27，532，700円
3連複： 62，419，200円 3連単： 151，354，300円 計： 448，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，120円 複 勝 � 1，820円 � 590円 � 440円 枠 連（2－3） 25，190円

馬 連 �� 23，840円 馬 単 �� 58，630円

ワ イ ド �� 5，480円 �� 3，750円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 48，410円 3 連 単 ��� 477，090円

票 数

単勝票数 計 321637 的中 � 5016（9番人気）
複勝票数 計 671204 的中 � 8972（9番人気）� 30427（5番人気）� 43050（3番人気）
枠連票数 計 120277 的中 （2－3） 370（27番人気）
馬連票数 計 535420 的中 �� 1740（35番人気）
馬単票数 計 422922 的中 �� 541（68番人気）
ワイド票数 計 275327 的中 �� 1266（35番人気）�� 1859（30番人気）�� 7208（13番人気）
3連複票数 計 624192 的中 ��� 967（71番人気）
3連単票数 計1513543 的中 ��� 230（444番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．5―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．1
3 9－3，7（2，6，5）8－4，1 4 9－3，7，2（6，5）（4，8，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウマサカゼ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．8．16 小倉1着

2012．3．16生 牡2黒鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 4戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走状況〕 カノヤカンザクラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



3101911月9日 小雨 良 （26京都5）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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 エイシンパラダイス 牝4栗 55 藤田 伸二平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 480＋ 41：11．6 8．6�
35 � 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 486＋ 41：11．81 41．9�
612 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 504＋ 21：12．01 2．5�
23 セトノミッシー 牝4鹿 55 松山 弘平難波 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 444± 01：12．1� 24．7�
48 タイムアラウド 牡4鹿 57

54 ▲義 英真 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 81：12．2	 46．6�

47 エイシンローリン 牝3栗 54 幸 英明	栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 446＋ 6 〃 クビ 7．2

24 � エヴリシーズン 牡4鹿 57 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 442± 01：12．52 201．4�
12 ワンダーヴィーヴァ 牡4青鹿57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 554＋ 4 〃 クビ 4．1�
36 ゼロワンシンジロー 牡5鹿 57 酒井 学国田 正忠氏 森田 直行 新冠 長浜牧場 486＋101：12．6クビ 80．2
59 ディーセントワーク 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋161：12．91	 24．5�
（仏）

11 プレフェリート 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス	 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 508－ 61：13．11
 20．8�

815 ピクニックソング 牝3鹿 54 小坂 忠士山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 450－ 41：13．31
 382．5�
714 ス テ ー キ 牡4栗 57 福永 祐一藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 508＋ 61：13．93� 14．0�
713 ヴェルメンティーノ 牝3栗 54 秋山真一郎吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B430－ 81：14．0� 356．9�
510 メジャースタイル 牡3黒鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 21：14．21
 17．8�
611 オリエンタルリリー 牝4鹿 55 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 506－101：16．0大差 24．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，998，400円 複勝： 54，585，300円 枠連： 19，580，800円
馬連： 73，742，400円 馬単： 37，721，600円 ワイド： 39，652，300円
3連複： 95，551，100円 3連単： 136，491，900円 計： 491，323，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 240円 � 620円 � 130円 枠 連（3－8） 10，350円

馬 連 �� 15，830円 馬 単 �� 24，300円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 450円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 12，780円 3 連 単 ��� 107，790円

票 数

単勝票数 計 339984 的中 � 31287（4番人気）
複勝票数 計 545853 的中 � 52310（4番人気）� 15979（11番人気）� 148875（1番人気）
枠連票数 計 195808 的中 （3－8） 1465（26番人気）
馬連票数 計 737424 的中 �� 3608（44番人気）
馬単票数 計 377216 的中 �� 1164（68番人気）
ワイド票数 計 396523 的中 �� 2705（40番人気）�� 25089（3番人気）�� 6311（19番人気）
3連複票数 計 955511 的中 ��� 5604（44番人気）
3連単票数 計1364919 的中 ��� 918（337番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．0―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．2―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．4
3 ・（2，7，15）－16，1（9，10）（3，6）－（5，12）（4，8，14）＝11－13 4 ・（2，7，15）－（1，16）10（9，6）3（5，12）－（4，8，14）＝（11，13）

勝馬の
紹 介

エイシンパラダイス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2012．12．24 阪神2着

2010．4．24生 牝4栗 母 エイシンサンバレー 母母 エイシンサイレンス 12戦3勝 賞金 29，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリエンタルリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月9日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ペイシャモンシェリ号
※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。

3102011月9日 小雨 良 （26京都5）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：47．8
1：47．8

重
重

510 メイショウイチオシ 牡3黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 532＋ 61：51．3 6．3�
612� アムールブリエ 牝3鹿 53 浜中 俊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 490－ 61：51．51	 7．5�
11 セイスコーピオン 牡4栗 57 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 496＋ 61：52．24 4．6�
24 メイショウオセアン 牡3鹿 55 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 544＋ 61：52．51
 33．2�
48 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 634＋ 4 〃 クビ 5．7�
59 エクセルフラッグ 牡7鹿 57

54 ▲義 英真橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 518＋ 21：52．6クビ 138．7	
714 セブンフォース 牡4栗 57 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 554＋ 6 〃 ハナ 5．1

713 ユキノスライダー 牡4栗 57 藤岡 佑介遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 452＋ 2 〃 アタマ 51．6�
12 �� エアウィーバー 牡5鹿 57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Cardinal

Farm LLC 510＋161：52．92 13．6
815 トラキチシャチョウ 牡3鹿 55 酒井 学 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 490＋ 21：53．0クビ 19．7�
23 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 57 小坂 忠士小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 478＋ 21：53．1� 237．5�
611 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 476＋ 6 〃 ハナ 31．6�
47 フジインザスカイ 牝3鹿 53 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 444－ 2 〃 ハナ 90．3�
35 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 488＋ 21：53．31� 8．5�
36 � レイトライザー 牡4黒鹿57 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 460± 01：53．93� 45．6�
816 シゲルモトナリ 牡7黒鹿57 松田 大作森中 蕃氏 石橋 守 新冠 松本 信行 530＋161：54．43 121．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，620，800円 複勝： 55，543，600円 枠連： 21，523，100円
馬連： 86，001，100円 馬単： 40，287，000円 ワイド： 41，256，500円
3連複： 100，273，700円 3連単： 144，222，200円 計： 520，728，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 270円 � 160円 枠 連（5－6） 2，070円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 810円 �� 750円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 27，840円

票 数

単勝票数 計 316208 的中 � 39682（4番人気）
複勝票数 計 555436 的中 � 60712（4番人気）� 47089（6番人気）� 111339（1番人気）
枠連票数 計 215231 的中 （5－6） 8052（12番人気）
馬連票数 計 860011 的中 �� 29079（9番人気）
馬単票数 計 402870 的中 �� 6973（15番人気）
ワイド票数 計 412565 的中 �� 12915（10番人気）�� 14117（6番人気）�� 15505（5番人気）
3連複票数 計1002737 的中 ��� 16152（12番人気）
3連単票数 計1442222 的中 ��� 3755（77番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．8―13．0―12．9―12．5―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．8―49．8―1：02．7―1：15．2―1：27．2―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウイチオシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．9．21 阪神5着

2011．5．9生 牡3黒鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 9戦3勝 賞金 31，652，000円
［他本会外：1戦0勝］

※レイトライザー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3102111月9日 小雨 良 （26京都5）第2日 第9競走 ��
��1，800�

や さ か

八坂ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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

33 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 522＋141：48．3 4．2�
55 トーセンソレイユ 牝4鹿 55 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444－ 4 〃 ハナ 2．5�
810 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 466－ 6 〃 アタマ 8．1�
11 デリッツァリモーネ 牡3鹿 55 和田 竜二 �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 478－ 41：48．4� 27．8�
66 ファントムライト 牡5黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：48．5クビ 3．5	
78 ケイティバローズ 牝4鹿 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B504＋ 81：48．6	 24．1


（仏）

77 ラウンドワールド 牡4鹿 57 岩田 康誠�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 468＋20 〃 ハナ 13．7�

22 アイウォントユー 牡7栗 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 470＋ 8 〃 クビ 107．6
44 ローゼンケーニッヒ 牡5黒鹿57 武 幸四郎 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480＋161：48．7	 28．5�
89 ジェントルマン 牡6黒鹿57 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 498＋121：48．8クビ 28．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，608，100円 複勝： 53，125，100円 枠連： 18，480，700円
馬連： 97，893，400円 馬単： 55，542，200円 ワイド： 41，351，400円
3連複： 113，743，600円 3連単： 240，011，600円 計： 663，756，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（3－5） 590円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 270円 �� 440円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 436081 的中 � 81552（3番人気）
複勝票数 計 531251 的中 � 86904（3番人気）� 169128（1番人気）� 62933（4番人気）
枠連票数 計 184807 的中 （3－5） 23943（2番人気）
馬連票数 計 978934 的中 �� 123412（2番人気）
馬単票数 計 555422 的中 �� 32934（4番人気）
ワイド票数 計 413514 的中 �� 42054（2番人気）�� 22310（5番人気）�� 32797（4番人気）
3連複票数 計1137436 的中 ��� 71151（3番人気）
3連単票数 計2400116 的中 ��� 33152（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．0―12．7―12．8―12．4―11．7―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．1―48．8―1：01．6―1：14．0―1：25．7―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バッドボーイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．24 函館5着

2010．4．7生 牡4鹿 母 ミ ス キ 母母 Alvernia 25戦4勝 賞金 140，064，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ケイティバローズ号は，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。

3102211月9日 小雨 良 （26京都5）第2日 第10競走 ��
��1，200�

きょうらく

京洛ステークス
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，25．11．2以降26．11．2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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 ワキノブレイブ 牡4青鹿54 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 494＋ 61：07．4 7．0�
24 アルマリンピア 牝6鹿 53 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 488－ 21：07．71� 34．1�
12 サカジロロイヤル 牡6黒鹿54 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 518＋ 61：07．8� 21．1�
816	 エイシンブルズアイ 牡3栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 460＋ 4 〃 クビ 2．3�
11 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 472－ 21：07．9� 5．1�
612 レオンビスティー 牡5鹿 54 中谷 雄太備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 492± 0 〃 ハナ 51．7	
611 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 474＋ 21：08．0� 41．0

48 スギノエンデバー 牡6鹿 57 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462＋ 21：08．1クビ 17．4�
713 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± 0 〃 クビ 24．7�
510 ブランダムール 牝5栗 53 四位 洋文日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 460－ 41：08．42 15．0�
23 メイショウイザヨイ 牝5鹿 53 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 516－ 41：08．5クビ 15．9�
714 メイショウデイム 牝7黒鹿51 小林 徹弥松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 486－ 2 〃 アタマ 240．8�
817 バ ー バ ラ 牝5黒鹿53 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 454＋ 81：08．6� 15．7�
815 メイショウスザンナ 牝5鹿 53 武 幸四郎松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 464－ 81：08．7クビ 65．4�
35 メモリアルイヤー 牝6栗 51 酒井 学西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 B490－ 41：08．8� 95．5�
36 カイシュウコロンボ 牡6青鹿54 川島 信二飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 中本 隆志 496＋ 6 〃 クビ 25．9�
47 トキノゲンジ 牡6鹿 51 義 英真中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 522＋24 〃 アタマ 138．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 52，994，300円 複勝： 80，945，200円 枠連： 40，493，800円
馬連： 164，494，400円 馬単： 78，851，000円 ワイド： 69，830，800円
3連複： 215，256，200円 3連単： 334，302，400円 計： 1，037，168，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 340円 � 740円 � 530円 枠 連（2－5） 2，600円

馬 連 �� 10，870円 馬 単 �� 19，910円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 2，630円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 63，530円 3 連 単 ��� 291，300円

票 数

単勝票数 計 529943 的中 � 60150（3番人気）
複勝票数 計 809452 的中 � 68312（3番人気）� 27131（11番人気）� 39674（7番人気）
枠連票数 計 404938 的中 （2－5） 12050（12番人気）
馬連票数 計1644944 的中 �� 11727（34番人気）
馬単票数 計 788510 的中 �� 2970（59番人気）
ワイド票数 計 698308 的中 �� 5853（34番人気）�� 6902（28番人気）�� 3470（56番人気）
3連複票数 計2152562 的中 ��� 2541（167番人気）
3連単票数 計3343024 的中 ��� 832（785番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．8―11．0―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．4―44．4―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F34．0
3 ・（2，3）5－（9，13）－14，4（10，16）17（1，8，15）11，6，12，7 4 2，3（9，5）13－14（4，16）（1，10，8，17）（15，6）（12，11）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワキノブレイブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．19 新潟2着

2010．5．3生 牡4青鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 30戦6勝 賞金 129，319，000円

２レース目



3102311月9日 曇 良 （26京都5）第2日 第11競走 ��
��1，800�第5回みやこステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，25．11．2以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，25．11．1以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

714 インカンテーション 牡4鹿 56 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 488＋ 61：50．2 5．5�
24 � ランウェイワルツ 牡3栗 54 浜中 俊�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 492＋ 41：50．3	 17．9�
510 ナムラビクター 牡5鹿 57 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 522＋12 〃 アタマ 7．0�
36 � イッシンドウタイ 牡5鹿 56 藤岡 佑介�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 508－ 41：50．61
 321．8�
35 クリノスターオー 牡4青 57 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 532＋ 2 〃 ハナ 2．6�
611� サトノプリンシパル 牡4鹿 56 武 豊里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B550－ 61：50．7	 15．0	
47 ニホンピロアワーズ 牡7青鹿58 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 540＋101：50．8
 6．5

11 ブライトライン 牡5青 57 福永 祐一�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 532＋101：50．9
 16．2�
12 ソ ロ ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 494＋ 21：51．11 14．4
816 アスカノロマン 牡3栗 54 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 2 〃 ハナ 16．3�
48 カシュカシュ 牝5鹿 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 444± 0 〃 アタマ 165．5�
59 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿56 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 460＋ 81：51．2クビ 246．9�
23 マイネルバイカ 牡5鹿 56 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 498＋141：51．51
 66．6�
815 タガノジンガロ 牡7鹿 57 木村 健八木 秀之氏 新子 雅司 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 11：51．71	 151．0�
（兵庫） （兵庫）

713 グラッツィア 牡6鹿 56 C．ルメール 山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492＋ 21：51．91 55．3�
（仏）

612 ヴォーグトルネード 牡5栗 56 川須 栄彦深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474＋ 61：53．17 25．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 151，334，200円 複勝： 219，841，400円 枠連： 111，517，200円 馬連： 553，748，800円 馬単： 252，269，900円
ワイド： 211，633，300円 3連複： 786，761，800円 3連単： 1，394，582，200円 5重勝： 646，031，800円 計： 4，327，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 390円 � 250円 枠 連（2－7） 3，500円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 800円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 54，980円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／福島11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 324，170円

票 数

単勝票数 計1513342 的中 � 216614（2番人気）
複勝票数 計2198414 的中 � 302420（2番人気）� 129464（5番人気）� 238139（4番人気）
枠連票数 計1115172 的中 （2－7） 24676（17番人気）
馬連票数 計5537488 的中 �� 95782（13番人気）
馬単票数 計2522699 的中 �� 24785（25番人気）
ワイド票数 計2116333 的中 �� 36924（13番人気）�� 70103（7番人気）�� 29266（21番人気）
3連複票数 計7867618 的中 ��� 57250（33番人気）
3連単票数 計13945822 的中 ��� 18387（169番人気）
5重勝票数 計6460318 的中 ����� 1395

ハロンタイム 11．9―11．1―13．2―12．7―12．4―12．2―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―23．0―36．2―48．9―1：01．3―1：13．5―1：25．4―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡4鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 18戦7勝 賞金 178，175，000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 ダノンプログラマー号・マイネルディアベル号・ランリョウオー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりインカンテーション号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3102411月9日 曇 良 （26京都5）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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 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
1：06．7
1：06．5

良
良

77 ダンスディレクター 牡4鹿 57 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444＋ 61：08．0 2．3�
33 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 490＋ 81：08．42� 20．1�
11 ダイナミックガイ 牡4栗 57 池添 謙一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 478－ 4 〃 クビ 12．9�
89 キタサンラブコール 牡3鹿 56 藤田 伸二�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 466± 01：08．5クビ 6．4�
22 アリュージョン 牝3鹿 54 福永 祐一 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 476＋ 41：08．6� 3．8�
55 オーキッドレイ 牝4鹿 55 C．ルメール 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 470－ 41：08．7� 6．9

（仏）

78 サンセットスカイ 牡4栗 57 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ B488－ 4 〃 クビ 30．6�

66 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55 藤岡 佑介土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 498＋16 〃 ハナ 110．1�
44 サチノクイーン 牝3鹿 54 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム 476＋14 〃 アタマ 13．1
810 ビットスターダム 牡6芦 57

54 ▲義 英真馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ
ネツ牧場 460－ 21：09．33� 53．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 80，056，500円 複勝： 82，660，500円 枠連： 31，198，300円
馬連： 172，034，300円 馬単： 100，068，500円 ワイド： 77，492，800円
3連複： 195，187，100円 3連単： 460，769，200円 計： 1，199，467，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 330円 � 300円 枠 連（3－7） 1，810円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 710円 �� 590円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 19，150円

票 数

単勝票数 計 800565 的中 � 276116（1番人気）
複勝票数 計 826605 的中 � 229461（1番人気）� 50744（6番人気）� 58067（5番人気）
枠連票数 計 311983 的中 （3－7） 13321（8番人気）
馬連票数 計1720343 的中 �� 69544（8番人気）
馬単票数 計1000685 的中 �� 27273（10番人気）
ワイド票数 計 774928 的中 �� 28259（7番人気）�� 34856（6番人気）�� 11181（21番人気）
3連複票数 計1951871 的中 ��� 26969（20番人気）
3連単票数 計4607692 的中 ��� 17443（64番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―11．2―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．0―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスディレクター �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神1着

2010．3．20生 牡4鹿 母 マザーリーフ 母母 スカラシップ 9戦4勝 賞金 52，406，000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。

５レース目



（26京都5）第2日 11月9日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

266，950，000円
10，700，000円
1，780，000円
24，320，000円
63，943，000円
4，484，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
545，348，900円
767，238，000円
318，381，900円
1，435，023，900円
748，820，200円
630，929，300円
1，866，150，700円
3，344，436，900円
646，031，800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 10，302，361，600円

総入場人員 16，789名 （有料入場人員 14，515名）
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