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3104911月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

57 アカリアイドル 牝2栗 54
52 △小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 B474± 01：13．1 1．8�

45 ハルマッタン 牝2鹿 54 武 豊�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 478＋ 61：13．52� 3．3�
610 タキオンレディー 牝2栗 54 花田 大昂�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462＋ 61：13．92� 13．9�
46 シゲルゴホウサイ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 402－ 8 〃 ハナ 21．5�
22 デンコウコハク 牝2栗 54 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 442－ 21：14．11� 43．0	
33 ブループレリュード 牝2栗 54 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 492＋121：14．2� 33．3

814 サンマルメジャール 牝2鹿 54 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 450－ 21：14．3� 21．6�
711 シ ェ リ エ 牝2鹿 54 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 高田 利雄 482－101：14．51� 339．5�
58 ド リ ス 牝2鹿 54 小林 徹弥杉澤 光雄氏 石橋 守 浦河 浦河小林牧場 464－101：14．7� 155．4
69 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 414＋ 21：15．02 26．7�
34 イッツマイン 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 466＋121：15．42� 6．9�
712 シゲルウチワマツリ 牝2鹿 54

52 △岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 宝寄山 忠則 448＋ 21：15．5� 346．8�
813 マルシゲスタチュー 牝2鹿 54 �島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 456－ 41：15．81� 282．0�
11 クニサキショコラ 牝2青鹿 54

51 ▲義 英真國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 平成ファーム 392＋ 21：15．9� 191．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，988，500円 複勝： 48，601，100円 枠連： 10，729，800円
馬連： 40，799，600円 馬単： 27，842，600円 ワイド： 23，892，100円
3連複： 58，757，800円 3連単： 96，175，000円 計： 326，786，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（4－5） 220円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 330円 �� 530円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 199885 的中 � 85667（1番人気）
複勝票数 計 486011 的中 � 287503（1番人気）� 64364（2番人気）� 29673（4番人気）
枠連票数 計 107298 的中 （4－5） 36549（1番人気）
馬連票数 計 407996 的中 �� 104466（1番人気）
馬単票数 計 278426 的中 �� 35824（1番人気）
ワイド票数 計 238921 的中 �� 48917（1番人気）�� 16256（3番人気）�� 9193（7番人気）
3連複票数 計 587578 的中 ��� 44686（2番人気）
3連単票数 計 961750 的中 ��� 22130（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―12．2―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―35．0―47．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アカリアイドル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．9．21 阪神3着

2012．3．16生 牝2栗 母 イノチノアカリ 母母 マダムミッテラン 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 アカリアイドル号の騎手小崎綾也は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

3105011月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30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

57 ク ル ー ガ ー 牡2黒鹿55 P．ブドー �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502± 01：54．8 2．1�
（仏）

712� 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 524± 01：55．01 5．5�

11 ピ ン ク マ ン 牡2黒鹿55 藤田 伸二福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 442＋ 21：55．21� 32．9�
610� サウンドクラフト 牡2鹿 55 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 462－ 21：55．62	 39．6�
33 サンフェニックス 牡2栗 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 474± 0 〃 ハナ 50．7�
58 デザフィーオ 牡2黒鹿 55

53 △松若 風馬今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462± 01：55．7	 24．4	

813 アドマイヤリバティ 牡2鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 468－ 41：55．91� 3．7

45 カフジペガサス 牡2栗 55 松山 弘平加藤 守氏 中竹 和也 日高 出口牧場 452＋ 61：56．0
 58．3�
711 ミスタービッグ 牡2鹿 55 小林 徹弥田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 450－ 61：56．1
 281．6�
22 サージェントバッジ 牡2黒鹿55 C．ルメール 大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：56．2
 20．8

（仏）

69 トミースマイル 牡2芦 55 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456－ 21：56．3クビ 132．0�
46 スマートレジェンド 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 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 480＋ 81：57．15 8．4�

814 ルナマジック 牡2鹿 55 幸 英明ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 484± 01：57．2クビ 45．2�
34 ティーエスヘリオ 牡2鹿 55 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 新ひだか 片岡 博 434± 01：58．9大差 524．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，493，000円 複勝： 42，796，600円 枠連： 10，089，600円
馬連： 44，875，000円 馬単： 29，849，900円 ワイド： 27，743，900円
3連複： 62，314，900円 3連単： 100，176，100円 計： 343，339，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 190円 � 660円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，770円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 22，200円

票 数

単勝票数 計 254930 的中 � 95261（1番人気）
複勝票数 計 427966 的中 � 153586（1番人気）� 50974（3番人気）� 9728（9番人気）
枠連票数 計 100896 的中 （5－7） 13776（2番人気）
馬連票数 計 448750 的中 �� 57464（2番人気）
馬単票数 計 298499 的中 �� 24353（2番人気）
ワイド票数 計 277439 的中 �� 28704（2番人気）�� 3697（20番人気）�� 1846（33番人気）
3連複票数 計 623149 的中 ��� 5211（28番人気）
3連単票数 計1001761 的中 ��� 3271（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―13．1―13．5―12．9―13．0―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．6―49．7―1：03．2―1：16．1―1：29．1―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ク ル ー ガ ー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．4．26生 牡2黒鹿 母 アディクティド 母母 Astica 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第５日



3105111月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：08．0
1：07．8

良
良

36 ゲネラルプローベ 牡2鹿 55 P．ブドー 前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 462＋ 21：09．3 3．2�
（仏）

713 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54
52 △岩崎 翼竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 418＋ 61：09．4� 44．3�

35 タイセイボニータ 牝2栗 54 福永 祐一田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 450＋ 2 〃 クビ 24．0�
24 ドナソレイユ 牝2鹿 54

52 △松若 風馬山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 434± 01：09．61� 11．4�
510 ミッキーシーガル 牡2青鹿55 W．ビュイック 野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋101：09．81� 6．9�

（英）

48 テイエムシャンパン 牡2芦 55 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 472＋ 21：09．9� 17．9�
47 ジョーハリス 牡2鹿 55

53 △小崎 綾也上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 442± 01：10．0	 99．7	
612 デンコウハシャ 牡2青鹿55 岩田 康誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 434＋ 61：10．1	 3．5

59 シゲルオキヨマツリ 牝2栗 54 川須 栄彦森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 446＋ 21：10．2クビ 151．6�
611
 セイウンデライラ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &
Thorne,Inc. 486－ 21：10．3	 9．7�

714 ユアインマイハート 牝2鹿 54 藤田 伸二グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 442± 01：10．61	 7．3�
815 サマーサラファン 牝2芦 54

51 ▲義 英真セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 420＋ 21：10．7	 229．7�
23 アグリナンバーワン 牝2青鹿54 池添 謙一アグリRC 飯田 雄三 浦河 杵臼斉藤牧場 408＋ 21：11．02 66．6�
816 サイクルヒッター 牡2栗 55 国分 優作西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 424＋ 21：11．21� 451．1�
12 カレンナスマイル 牝2鹿 54 酒井 学山科 統氏 柴田 政見 浦河 駿河牧場 418－ 81：11．52 283．5�
11 
 エルブダムール 牡2栗 55 武 豊加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 494－ 21：11．6� 32．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，654，800円 複勝： 40，640，800円 枠連： 12，700，300円
馬連： 50，393，600円 馬単： 29，194，000円 ワイド： 27，310，300円
3連複： 65，404，500円 3連単： 91，675，100円 計： 338，973，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 800円 � 560円 枠 連（3－7） 1，150円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，030円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 20，210円 3 連 単 ��� 82，150円

票 数

単勝票数 計 216548 的中 � 53387（1番人気）
複勝票数 計 406408 的中 � 82962（2番人気）� 10936（9番人気）� 16284（8番人気）
枠連票数 計 127003 的中 （3－7） 8521（4番人気）
馬連票数 計 503936 的中 �� 7672（19番人気）
馬単票数 計 291940 的中 �� 2936（29番人気）
ワイド票数 計 273103 的中 �� 4135（18番人気）�� 6994（13番人気）�� 1453（44番人気）
3連複票数 計 654045 的中 ��� 2426（63番人気）
3連単票数 計 916751 的中 ��� 809（271番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．3―11．2―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．1―46．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲネラルプローベ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2014．6．14 阪神3着

2012．4．10生 牡2鹿 母 ウルトラスキー 母母 ノースフエイス 6戦1勝 賞金 10，050，000円
〔制裁〕 テイエムヤンチャボ号の騎手岩崎翼は，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：12番・11番・10

番・9番・7番）
※出走取消馬 シゲルカゼノボン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

3105211月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時30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
2：00．3
1：59．9

良
良

47 ドラゴンマジック 牡2栗 55 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 510＋ 42：01．1 5．2�
815 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 454＋ 4 〃 ハナ 184．3�
612 ヴァーサトル 牡2黒鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474＋ 62：01．2� 7．8�
510 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 480＋ 6 〃 ハナ 1．9�

（仏）

36 エドノジョンソン 牡2鹿 55 岩田 康誠遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 458＋ 62：01．3クビ 22．9�
35 カ ゼ ル タ 牝2栗 54 W．ビュイック 吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 440± 02：01．4� 23．1	

（英）

11 ドンアルフォンス 牡2黒鹿55 川須 栄彦山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 450－ 8 〃 クビ 49．6

23 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± 02：01．5� 27．9�
611 ウインアーマー 牡2栗 55 川田 将雅�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442± 02：01．92� 5．0
12 ブライトボイス 牡2栗 55 北村 友一宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 486＋ 22：02．0� 23．0�
714 アロハカウボーイ 牡2黒鹿55 P．ブドー 金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 478± 02：02．1� 96．7�
（仏）

48 キラメキオトメ 牝2青鹿 54
51 ▲城戸 義政�イクタ 作田 誠二 日高 長谷川 一男 414－ 4 〃 アタマ 281．6�

24 ア ン リ オ 牡2鹿 55 浜中 俊寺田 寿男氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 496－ 42：02．31� 79．2�
713 ス ズ ミ サ キ 牝2鹿 54 国分 優作三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 沖田 博志 432－ 62：02．4� 404．2�
816 ウインベーネ 牡2栗 55 松山 弘平�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 22：03．57 178．5�
59 クリノリーチソク 牝2栗 54

52 △岩崎 翼栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 402± 02：04．24 523．0�
817 キングザバゴ 牡2青鹿55 太宰 啓介西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 514＋122：04．62� 355．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 29，814，400円 複勝： 42，886，000円 枠連： 16，913，000円
馬連： 53，376，100円 馬単： 35，017，200円 ワイド： 30，071，700円
3連複： 69，581，700円 3連単： 112，644，000円 計： 390，304，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 2，450円 � 220円 枠 連（4－8） 13，750円

馬 連 �� 49，300円 馬 単 �� 66，320円

ワ イ ド �� 11，220円 �� 610円 �� 8，790円

3 連 複 ��� 69，670円 3 連 単 ��� 563，220円

票 数

単勝票数 計 298144 的中 � 45375（3番人気）
複勝票数 計 428860 的中 � 67843（3番人気）� 3409（12番人気）� 54461（4番人気）
枠連票数 計 169130 的中 （4－8） 953（21番人気）
馬連票数 計 533761 的中 �� 839（58番人気）
馬単票数 計 350172 的中 �� 396（90番人気）
ワイド票数 計 300717 的中 �� 662（55番人気）�� 13648（6番人気）�� 846（50番人気）
3連複票数 計 695817 的中 ��� 749（115番人気）
3連単票数 計1126440 的中 ��� 145（760番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．1―12．3―12．8―12．6―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．6―47．7―1：00．0―1：12．8―1：25．4―1：37．5―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンマジック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．10．26 京都4着

2012．3．28生 牡2栗 母 マジカルウーマン 母母 ブレイブウーマン 2戦1勝 賞金 6，100，000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。



3105311月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20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

44 ショコラブラン 牡2芦 55 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 466 ―1：27．2 4．6�
55 ド ラ グ ー ン 牡2鹿 55 岩田 康誠 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 494 ―1：27．51� 1．5�
79 ショウサンカーズ 牡2鹿 55 小牧 太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 仲野牧場 478 ―1：27．6� 7．5�
812 シンボリシャガール 牡2鹿 55

53 △小崎 綾也シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 466 ―1：27．7� 35．8�
56 チョウゴキゲン 牡2黒鹿55 幸 英明丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 522 ―1：27．8� 27．9�
710 シャイニーサン 牡2鹿 55 藤懸 貴志小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 468 ―1：27．9クビ 146．0	
22 カネトシテンダリー 牡2栗 55 国分 恭介兼松 利男氏 大根田裕之 日高 出口牧場 522 ―1：28．53� 22．2

68 グレートブレス 牡2栗 55

52 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504 ―1：28．6� 75．9�

11 テイエムウインザー 牡2栗 55 水口 優也竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 高岸 順一 490 ―1：28．7� 203．3
67 オースティン 牝2鹿 54 C．ルメール 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 410 ―1：29．23 38．8�
（仏）

811 パープルオンリー 牝2黒鹿54 古川 吉洋中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 442 ―1：29．94 192．2�
33 ポ リ ア フ 牝2鹿 54 W．ビュイック �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500 ―1：40．4大差 10．3�

（英）

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，002，300円 複勝： 39，524，200円 枠連： 10，542，400円
馬連： 42，059，100円 馬単： 31，864，500円 ワイド： 23，173，900円
3連複： 54，594，200円 3連単： 101，912，500円 計： 329，673，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（4－5） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 140円 �� 360円 �� 240円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 260023 的中 � 44586（2番人気）
複勝票数 計 395242 的中 � 61169（2番人気）� 197914（1番人気）� 40368（3番人気）
枠連票数 計 105424 的中 （4－5） 31489（1番人気）
馬連票数 計 420591 的中 �� 125095（1番人気）
馬単票数 計 318645 的中 �� 29988（2番人気）
ワイド票数 計 231739 的中 �� 53406（1番人気）�� 12906（4番人気）�� 21837（2番人気）
3連複票数 計 545942 的中 ��� 81656（1番人気）
3連単票数 計1019125 的中 ��� 26121（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．4―49．2―1：01．8―1：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．0
3 ・（5，6）（4，8）12，10（11，9）2（1，7）＝3 4 5（6，8）（4，12）10－9（2，1，7）11＝3

勝馬の
紹 介

ショコラブラン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．3．21生 牡2芦 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポリアフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月22日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 ウニヴェルソ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

3105411月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時50分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

46 カプリチオーソ 牡2栗 55 田中 博康 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 440 ―1：35．5 48．0�
47 メイショウナゴミ 牝2青鹿54 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 444 ―1：35．6� 39．1�
58 バ ル ビ ー ナ 牝2鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 474 ― 〃 クビ 22．3�
11 レッドカーラ 牝2黒鹿 54

52 △小崎 綾也 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 428 ―1：36．13 14．8�
610 ミッキーカーニバル 牝2鹿 54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 アタマ 4．6	
34 ヴ ィ ー ヴ ル 牝2鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 420 ― 〃 クビ 2．4

35 サンライズメルシー 牡2栗 55

53 △松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502 ― 〃 同着 18．3�
814 フェリシダーデス 牝2鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 426 ―1：36．2クビ 88．8�
713 ヒロノカマオレ 牡2栗 55 藤岡 佑介守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 490 ―1：36．3� 17．7
712 リッシンハレルヤ 牡2栗 55 岡田 祥嗣小原 該一氏 作田 誠二 日高 幾千世牧場 490 ― 〃 クビ 324．6�
22 フィリオドベント 牡2鹿 55 幸 英明�G1レーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 446 ―1：36．61� 9．4�
59 マダムウルル 牝2黒鹿54 福永 祐一�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 476 ―1：36．92 21．3�
815	 エイシンアシュラ 牡2黒鹿55 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 米 Charles

Fipke 494 ―1：37．21� 15．1�
611 アイデンティティー 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 416 ―1：37．51� 171．3�
23 パルファンデュロワ 牡2栗 55 C．ルメール �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 516 ― 〃 クビ 8．1�

（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，570，400円 複勝： 36，542，100円 枠連： 16，630，500円
馬連： 51，206，200円 馬単： 28，679，900円 ワイド： 28，376，500円
3連複： 64，261，000円 3連単： 93，363，600円 計： 347，630，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，800円 複 勝 � 1，330円 � 1，120円 � 540円 枠 連（4－4） 27，650円

馬 連 �� 34，380円 馬 単 �� 73，660円

ワ イ ド �� 7，620円 �� 6，240円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 153，980円 3 連 単 ��� 752，090円

票 数

単勝票数 計 285704 的中 � 4760（12番人気）
複勝票数 計 365421 的中 � 7039（12番人気）� 8457（11番人気）� 18797（9番人気）
枠連票数 計 166305 的中 （4－4） 466（33番人気）
馬連票数 計 512062 的中 �� 1154（70番人気）
馬単票数 計 286799 的中 �� 292（141番人気）
ワイド票数 計 283765 的中 �� 959（65番人気）�� 1174（60番人気）�� 1271（57番人気）
3連複票数 計 642610 的中 ��� 313（255番人気）
3連単票数 計 933636 的中 ��� 90（1400番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．5―12．4―12．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．1―47．6―1：00．0―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カプリチオーソ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．3．28生 牡2栗 母 ミラクルロンド 母母 ダンスーズデトワール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※レッドカーラ号は，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。



3105511月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

610 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 474＋ 22：00．5 7．4�
813 トウケイウイン 牡4黒鹿57 藤田 伸二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 456＋ 42：00．92� 3．3�
57 フミノスナイパー 牡3栗 55 浜中 俊谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 494＋ 42：01．0� 2．9�
22 チュウワストライク 牡5鹿 57 P．ブドー 中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 510＋ 82：01．1	 8．2�

（仏）

45 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 512＋ 6 〃 クビ 30．7�
34 ティーエスハーツ 牡3黒鹿55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 526＋ 22：01．31� 34．8	
69 コウユーアンドレ 牡4鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 466－ 22：01．61	 8．0

11 ヤマノボンバー 牡3芦 55 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 442－ 22：01．7� 47．6�
712 ハワイアンソルト 牡5芦 57 W．ビュイック 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：02．02 16．6�

（英）

814� トップドリーム 牡4栗 57
54 ▲義 英真コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 480－ 22：02．1� 164．7�

58 ゴールデンアタック 牡6栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 482＋ 82：02．2クビ 32．6�
711 メイショウエジソン 牡4栗 57 北村 友一松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 B468－ 62：02．83� 140．0�
46 アガスティア 牡3黒鹿55 池添 謙一 サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 516± 02：03．54 26．5�
33 � ワンダージェニアル 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B520－ 22：04．35 80．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，514，300円 複勝： 38，182，700円 枠連： 17，410，600円
馬連： 66，298，200円 馬単： 34，935，600円 ワイド： 34，184，100円
3連複： 78，131，600円 3連単： 117，659，000円 計： 412，316，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 400円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 255143 的中 � 27459（3番人気）
複勝票数 計 381827 的中 � 39859（5番人気）� 92305（1番人気）� 76140（2番人気）
枠連票数 計 174106 的中 （6－8） 19070（3番人気）
馬連票数 計 662982 的中 �� 39812（4番人気）
馬単票数 計 349356 的中 �� 8904（10番人気）
ワイド票数 計 341841 的中 �� 20075（3番人気）�� 19423（4番人気）�� 45057（1番人気）
3連複票数 計 781316 的中 ��� 55873（1番人気）
3連単票数 計1176590 的中 ��� 10298（13番人気）

ハロンタイム 7．0―11．7―11．4―12．7―13．3―13．3―13．5―13．0―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．7―30．1―42．8―56．1―1：09．4―1：22．9―1：35．9―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．6
1
3
10，3－14－2（4，13）－9（1，11）（6，12）（5，8）7
10－3，4，13（14，2）－（1，11，12）（5，9，8）（7，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノエンペラー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Mister Baileys デビュー 2012．12．22 阪神1着

2010．3．30生 牡4青鹿 母 ラヴリーベイリー 母母 Rakau Polly 14戦2勝 賞金 17，900，000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。

3105611月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 7，500，000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

36 ワ デ ィ 牝3栗 54 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466＋ 81：25．3 1．8�

11 オーシャンブルグ 牝3鹿 54 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 444＋121：25．51� 29．8�
510� クレアドール 牝3青鹿54 W．ビュイック �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－111：25．6� 6．9�

（英）

35 セトノミッシー 牝4鹿 55 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 442－ 2 〃 クビ 6．8�

12 クロカミノオトメ 牝4青 55 松田 大作 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋221：25．7	 53．5�

47 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 高倉 稜�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 482＋14 〃 ハナ 8．8	
611 アトランティード 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 480－ 41：25．8クビ 71．3

612� ジョディーズロマン 牝4栗 55 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 446＋ 21：26．01� 106．3�
816 クリノプリムラ 牝3栗 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 442＋ 2 〃 クビ 126．7
713 マ ナ オ ラ ナ 牝3青鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 416－ 21：26．21 45．9�
714 ウインクルキラリ 牝4栗 55 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 476＋ 4 〃 クビ 16．7�
59 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458－ 81：26．3� 26．5�
23 � レディカリビアン 牝3芦 54 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 436－ 61：26．51� 48．3�
24 イ イ チ ョ 牝3黒鹿 54

52 △小崎 綾也幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 444＋ 41：26．6クビ 71．0�
815 コリャコリャ 牝3鹿 54 福永 祐一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 460－ 21：26．81� 22．6�
48 メイショウアサツユ 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478± 01：27．86 31．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，502，600円 複勝： 54，278，600円 枠連： 22，011，000円
馬連： 76，945，700円 馬単： 45，470，400円 ワイド： 41，982，900円
3連複： 98，660，800円 3連単： 161，332，400円 計： 532，184，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 470円 � 210円 枠 連（1－3） 1，090円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 920円 �� 350円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 21，560円

票 数

単勝票数 計 315026 的中 � 134610（1番人気）
複勝票数 計 542786 的中 � 192424（1番人気）� 18897（8番人気）� 54460（4番人気）
枠連票数 計 220110 的中 （1－3） 15510（5番人気）
馬連票数 計 769457 的中 �� 29363（6番人気）
馬単票数 計 454704 的中 �� 11922（9番人気）
ワイド票数 計 419829 的中 �� 11295（9番人気）�� 34545（2番人気）�� 3423（33番人気）
3連複票数 計 986608 的中 ��� 14784（13番人気）
3連単票数 計1613324 的中 ��� 5424（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．7―48．2―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ デ ィ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．10．26 京都10着

2011．3．20生 牝3栗 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 9戦2勝 賞金 24，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイディアバイオ号・ワイレアワヒネ号
（非抽選馬） 1頭 ボストンサクラ号
※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。



3105711月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

き

も ち の 木 賞
発走14時35分 （ダート・右）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

44 ペプチドウォヘッド 牡2鹿 55 岩田 康誠沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 466± 01：53．3 1．2�
711 ナムラカモン 牡2栗 55 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 458＋ 21：53．83 122．7�
57 ヒルノデンハーグ 牡2栗 55 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 480－ 2 〃 クビ 14．8�
710 ラブミークン 牡2栗 55 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 466± 01：53．9クビ 17．0�
812 スマートボムシェル 牡2栗 55 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 486＋ 21：54．0� 18．8�
11 ワトソンクリック 牡2鹿 55 菱田 裕二本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 508± 01：54．1	 42．5	
33 アドマイヤスター 牡2青鹿55 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：54．42 10．9

22 シュバリエブラン 牡2芦 55 浜中 俊 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 470＋ 41：54．93 22．9�
45 
 ポッドライジング 牡2鹿 55 下原 理小川眞査雄氏 大塚 信次 新冠 川上牧場 444＋ 61：55．0クビ 252．2�

（兵庫） （兵庫）

68 メイショウカシュウ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480－ 61：55．42	 117．5
69 エンドオブジアース 牡2黒鹿55 C．ルメール 飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474± 0 〃 クビ 17．1�

（仏）

813 メイショウオオラカ 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 436± 01：55．5� 141．1�
56 メイショウヒマワリ 牝2栗 54 川田 将雅松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 486± 01：55．6	 28．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，141，300円 複勝： 178，698，200円 枠連： 20，553，600円
馬連： 97，683，800円 馬単： 74，465，400円 ワイド： 51，871，000円
3連複： 116，536，400円 3連単： 270，007，100円 計： 857，956，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 1，380円 � 270円 枠 連（4－7） 850円

馬 連 �� 6，250円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 410円 �� 9，970円

3 連 複 ��� 18，000円 3 連 単 ��� 76，520円

票 数

単勝票数 計 481413 的中 � 304750（1番人気）
複勝票数 計1786982 的中 � 1412429（1番人気）� 6641（11番人気）� 43555（6番人気）
枠連票数 計 205536 的中 （4－7） 18578（5番人気）
馬連票数 計 976838 的中 �� 12100（11番人気）
馬単票数 計 744654 的中 �� 8313（16番人気）
ワイド票数 計 518710 的中 �� 5714（23番人気）�� 36182（4番人気）�� 1241（48番人気）
3連複票数 計1165364 的中 ��� 4854（36番人気）
3連単票数 計2700071 的中 ��� 2558（177番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．5―12．5―13．1―12．7―12．5―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．3―48．8―1：01．9―1：14．6―1：27．1―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3
7，8－（4，6）（1，11，12）－3－2，13，9，10－5
7＝8（4，6）12（1，11）－（2，3）（10，13）－9，5

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

勝馬の
紹 介

ペプチドウォヘッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．10．18 京都1着

2012．2．5生 牡2鹿 母 ドリームスピカ 母母 マキシムドリーム 2戦2勝 賞金 17，080，000円
〔発走状況〕 ワトソンクリック号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。
※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。

3105811月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第10競走 ��1，800�
き ぬ が さ

衣 笠 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

69 ウインプリメーラ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：46．0 4．1�
58 セウアズール 牝3鹿 53 菱田 裕二吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 418＋ 41：46．42� 7．5�
46 プリモンディアル 牝3鹿 53 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 3．3�
22 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿53 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－ 4 〃 アタマ 3．4�
813 フロアクラフト 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500± 01：46．5クビ 20．0	
57 ノーブルコロネット 牝4鹿 55 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498＋14 〃 ハナ 26．5

45 ゴールドテーラー 牝4栗 55 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 32．8�
610 カ ノ ン 牝4鹿 55 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 21：46．82 37．9�
33 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 55 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 440－ 6 〃 アタマ 86．8
814 アルアマーナ 牝5鹿 55 P．ブドー �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 442＋101：46．9� 105．1�

（仏）

712� ホッコーアムール 牝4青 55 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 448＋ 41：47．0� 115．4�
711 フェータルローズ 牝5栗 55 C．ルメール 兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462－ 21：47．1クビ 16．8�

（仏）

11 レッドラヴィータ 牝3栗 53 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444± 01：47．2� 24．4�
34 メイショウアズミノ 牝3鹿 53 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 464＋ 21：47．62� 58．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，257，600円 複勝： 85，204，700円 枠連： 27，546，900円
馬連： 149，551，600円 馬単： 71，263，500円 ワイド： 65，253，500円
3連複： 180，326，500円 3連単： 296，730，600円 計： 925，134，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 190円 � 140円 枠 連（5－6） 1，350円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 700円 �� 340円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 13，190円

票 数

単勝票数 計 492576 的中 � 94071（3番人気）
複勝票数 計 852047 的中 � 154462（3番人気）� 95159（4番人気）� 184614（1番人気）
枠連票数 計 275469 的中 （5－6） 15722（6番人気）
馬連票数 計1495516 的中 �� 59386（6番人気）
馬単票数 計 712635 的中 �� 16458（12番人気）
ワイド票数 計 652535 的中 �� 22291（6番人気）�� 51514（3番人気）�� 35613（4番人気）
3連複票数 計1803265 的中 ��� 64762（4番人気）
3連単票数 計2967306 的中 ��� 16305（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．5―12．1―11．7―11．3―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．9―48．4―1：00．5―1：12．2―1：23．5―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．8
3 ・（12，11）13（4，9）（5，14）2（1，6，8，10）（3，7） 4 ・（12，11）（9，13）－（4，14）（5，8，10）（2，6）（1，7）3

勝馬の
紹 介

ウインプリメーラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．15 阪神2着

2010．4．4生 牝4黒鹿 母 エリモプリティー 母母 ストックスアップ 17戦3勝 賞金 93，244，000円
〔制裁〕 アルアマーナ号の騎手P．ブドーは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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。



3105911月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第11競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，25．11．16以降26．11．16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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：56．8
1：56．1

良
良

811 ダ コ ー ル 牡6鹿 56 福永 祐一�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 480＋101：58．2 5．7�
33 マックスドリーム �7青鹿54 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 550＋ 2 〃 クビ 9．3�
11 エックスマーク 牡5鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：58．3� 2．4�
（仏）

55 	 ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 54 藤田 伸二林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 504＋101：58．51 5．1�
22 セイルラージ 牡7鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：58．71 8．0	
79 シゲルササグリ 牡5黒鹿54 川田 将雅森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 514＋141：58．91
 19．4

78 ヴィクトリースター 牡6鹿 53 池添 謙一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 472＋ 61：59．11� 17．3�
810 ゲシュタルト 牡7鹿 55 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 526＋ 41：59．52� 21．9�
44 トウカイパラダイス 牡7黒鹿56 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 508－ 21：59．82 12．3
67 � メイショウサミット 牡8鹿 51 小崎 綾也松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 B532＋ 21：59．9クビ 80．2�

（10頭）
66 タガノグーフォ �5黒鹿53 松山 弘平八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 484＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 72，933，600円 複勝： 107，927，000円 枠連： 44，984，300円
馬連： 251，408，700円 馬単： 123，301，100円 ワイド： 105，011，600円
3連複： 297，730，100円 3連単： 566，454，200円 計： 1，569，750，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 230円 � 130円 枠 連（3－8） 2，090円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 950円 �� 300円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 12，800円

票 数

単勝票数 差引計 729336（返還計 12087） 的中 � 100767（3番人気）
複勝票数 差引計1079270（返還計 25524） 的中 � 160017（3番人気）� 95725（5番人気）� 284358（1番人気）
枠連票数 差引計 449843（返還計 724） 的中 （3－8） 16652（10番人気）
馬連票数 差引計2514087（返還計 95539） 的中 �� 64471（14番人気）
馬単票数 差引計1233011（返還計 47308） 的中 �� 17367（23番人気）
ワイド票数 差引計1050116（返還計 55566） 的中 �� 25582（13番人気）�� 97854（3番人気）�� 60287（4番人気）
3連複票数 差引計2977301（返還計219211） 的中 ��� 125942（5番人気）
3連単票数 差引計5664542（返還計369614） 的中 ��� 32061（37番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．2―12．0―11．9―12．0―11．7―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．5―47．5―59．4―1：11．4―1：23．1―1：34．9―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．1
1
3
7－5，4（1，10）9－2－（8，11）3
7－5（1，4）（9，10）（2，11）－3－8

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

勝馬の
紹 介

ダ コ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2010．10．31 京都1着

2008．3．17生 牡6鹿 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song 33戦6勝 賞金 212，754，000円
〔競走除外〕 タガノグーフォ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻8分遅延。
※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。

3106011月22日 晴 良 （26京都5）第5日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20分 （芝・右・外）

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
1：19．3
1：19．0

良
良

44 デンコウヒノマル 牡3栗 56 松山 弘平田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 492－ 41：22．1 22．2�
79 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 490＋ 8 〃 クビ 2．1�
68 タガノザイオン 牡7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 494± 01：22．2クビ 7．6�
710 ラインハート 牝3鹿 54 岩田 康誠 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B448± 0 〃 アタマ 14．2�
11 ダンツカナリー 牝4青鹿55 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 472＋14 〃 クビ 8．0�
56 ラーストチカ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 456－ 4 〃 ハナ 24．7�
67 スリーアルテミス 牝6鹿 55 藤田 伸二永井商事	 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 462－101：22．3クビ 150．2

22 キンシノキセキ 牡3鹿 56 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 41：22．4� 5．8�
55 マイネノンノ 牝4栗 55 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 442－ 41：22．5� 9．4�
33 キネオピューマ 牡5鹿 57 C．ルメール 吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 2 〃 クビ 23．2
（仏）

811 サクラエール 牡3黒鹿56 幸 英明	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 41：22．71� 43．3�
812 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 56

54 △松若 風馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 500± 01：23．33� 61．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 61，635，100円 複勝： 84，415，200円 枠連： 32，824，600円
馬連： 164，723，700円 馬単： 91，854，200円 ワイド： 83，898，500円
3連複： 196，411，300円 3連単： 397，140，300円 計： 1，112，902，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 400円 � 120円 � 200円 枠 連（4－7） 2，510円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 2，930円 �� 310円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 61，090円

票 数

単勝票数 計 616351 的中 � 22124（7番人気）
複勝票数 計 844152 的中 � 37033（7番人気）� 261365（1番人気）� 94705（3番人気）
枠連票数 計 328246 的中 （4－7） 10096（10番人気）
馬連票数 計1647237 的中 �� 43972（10番人気）
馬単票数 計 918542 的中 �� 9206（25番人気）
ワイド票数 計 838985 的中 �� 17129（14番人気）�� 6644（36番人気）�� 79040（2番人気）
3連複票数 計1964113 的中 ��� 22921（20番人気）
3連単票数 計3971403 的中 ��� 4713（184番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．1―11．9―11．7―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．2―48．1―59．8―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 4－（1，7）5（2，12）（9，11）（10，8）3，6 4 4－（1，7）（2，5）（9，12，11）（10，8）3，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デンコウヒノマル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．1．19 京都7着

2011．5．24生 牡3栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 10戦3勝 賞金 26，320，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
※デンコウヒノマル号は，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。



（26京都5）第5日 11月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

201，480，000円
12，180，000円
1，200，000円
18，050，000円
64，954，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
440，507，900円
799，697，200円
242，936，600円
1，089，321，300円
623，738，300円
542，770，000円
1，342，710，800円
2，405，269，900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 7，486，952，000円

総入場人員 19，061名 （有料入場人員 16，836名）
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