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3107311月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時05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

713 アキトクレッセント 牡2鹿 55 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 01：25．9 2．4�

46 ニホンピロサンダー 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 460＋ 61：26．64 9．9�
814 レッツイットラン 牡2栗 55 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 474＋161：27．45 3．3�
712 バーサーカー 牡2栗 55 藤岡 佑介香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 466＋ 4 〃 ハナ 8．7�
815 モズレッドファーム 牡2栗 55 和田 竜二北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 有限会社

松田牧場 458－ 21：27．5� 41．8�
610 モ ラ ル タ 牡2鹿 55 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500－ 21：28．24 12．5�
11 カシノゼウス 牡2鹿 55 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 490＋ 61：28．3クビ 112．4	
611 ダイメイエンド 牡2鹿 55 W．ビュイック 宮本 孝一氏 森 秀行 日高 横井 哲 538＋ 61：28．62 11．7


（英）

58 ゲ ッ ト ミ ー 牝2栗 54 幸 英明薪浦 州平氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 450± 01：28．92 59．4�
22 ラウレアプリティ 牝2青鹿54 国分 優作横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 424＋ 21：29．75 52．1�
35 シゲルドンタク 牡2栗 55

53 △岩崎 翼森中 蕃氏 福島 信晴 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋241：30．02 132．2
34 ファーマアイス 牝2鹿 54

52 △松若 風馬中西 功氏 加藤 敬二 浦河 赤田牧場 490± 01：30．42� 30．8�
47 ノ ラ ネ コ 牡2栗 55 田中 博康�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 8 〃 ハナ 125．4�
23 グラントウショウ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 61：30．61	 27．2�
59 キタサンロングラン 牝2黒鹿54 中谷 雄太�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル B488＋ 2 〃 ハナ 58．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，511，700円 複勝： 36，298，000円 枠連： 15，013，800円
馬連： 51，425，400円 馬単： 29，617，000円 ワイド： 29，078，700円
3連複： 71，996，500円 3連単： 104，642，400円 計： 359，583，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 190円 � 130円 枠 連（4－7） 1，200円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 490円 �� 200円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 7，240円

票 数

単勝票数 計 215117 的中 � 69611（1番人気）
複勝票数 計 362980 的中 � 94939（1番人気）� 35383（4番人気）� 80410（2番人気）
枠連票数 計 150138 的中 （4－7） 9647（5番人気）
馬連票数 計 514254 的中 �� 23048（7番人気）
馬単票数 計 296170 的中 �� 9776（7番人気）
ワイド票数 計 290787 的中 �� 13473（6番人気）�� 43332（1番人気）�� 18642（4番人気）
3連複票数 計 719965 的中 ��� 49608（2番人気）
3連単票数 計1046424 的中 ��� 10468（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．7―48．3―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．6
3 13（1，12）（4，9）（3，14）6（2，15）（8，11）－10，5，7 4 13，12，1（9，6）14，4（2，15）3－8，11，10，5－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アキトクレッセント �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．19 東京4着

2012．4．3生 牡2鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 3戦1勝 賞金 6，850，000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。

3107411月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時35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

610 メイショウワダイコ 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 518± 01：13．2 4．3�
814 ネイバルエンスン 牡2鹿 55 国分 恭介山上 和良氏 日吉 正和 新冠 田渕牧場 448＋ 81：13．73 4．0�
712 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 458－ 21：14．12� 4．0�
46 ファイアリシンゾウ 牡2青鹿55 浜中 俊 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 510－ 21：14．63 4．5�
59 カシノランド 牡2黒鹿55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 470± 01：14．7� 14．0�
713 ヴィクトリーノース 牝2栗 54

52 △小崎 綾也古賀 慎一氏 谷原 義明 平取 川向高橋育
成牧場 452－ 61：14．91� 12．9�

611 ハイイノベーション 牡2栗 55 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 452－ 41：15．0� 145．9	
47 シ ュ ン イ キ 牡2栗 55

53 △松若 風馬石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 478－12 〃 アタマ 66．9

22 アサケカペラ 牡2鹿 55

53 △岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 424＋101：15．32 12．6�
35 サノノゲーム 牡2青鹿55 松田 大作ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 418± 01：16．15 121．0�
23 スリーワイズ 牡2栗 55

52 ▲義 英真永井商事 伊藤 圭三 様似 様似共栄牧場 B434－ 21：16．31� 126．0�
815 グロビュール 牡2栗 55 酒井 学高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 470－ 21：16．61� 42．3�
34 セイユウサンクス 牝2芦 54 小野寺祐太松岡 正二氏 畠山 重則 白老 社台牧場 462± 01：16．91� 173．3�
58 シ ピ オ ー ネ 牡2栗 55

52 ▲城戸 義政門野 重雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 486－ 21：17．0� 93．4�
11 サンコールドウェル 牡2鹿 55 花田 大昂加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 480± 01：17．1クビ 278．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，722，100円 複勝： 29，633，200円 枠連： 11，336，900円
馬連： 43，882，000円 馬単： 24，954，000円 ワイド： 23，052，300円
3連複： 55，297，400円 3連単： 80，831，300円 計： 288，709，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 430円 �� 340円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，030円

票 数

単勝票数 計 197221 的中 � 36075（3番人気）
複勝票数 計 296332 的中 � 36305（3番人気）� 65672（1番人気）� 61716（2番人気）
枠連票数 計 113369 的中 （6－8） 7216（5番人気）
馬連票数 計 438820 的中 �� 29763（4番人気）
馬単票数 計 249540 的中 �� 8163（7番人気）
ワイド票数 計 230523 的中 �� 12649（4番人気）�� 17022（2番人気）�� 26676（1番人気）
3連複票数 計 552974 的中 ��� 37115（1番人気）
3連単票数 計 808313 的中 ��� 8333（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．1―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．2―48．3―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワダイコ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．16 京都11着

2012．5．17生 牡2鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※セイユウサンクス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第５回 京都競馬 第７日



3107511月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時05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
1：20．6
1：20．3

良
良

47 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± 01：22．3 1．6�

46 タマモイヤリング 牝2黒鹿54 浜中 俊タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 458＋ 41：22．51� 20．7�
34 サンクボヌール 牝2栗 54 C．ルメール �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 424－ 21：22．81� 8．0�
（仏）

712 ポルボローネ 牝2栗 54
51 ▲義 英真小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 420＋ 41：23．01� 6．2�

814 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 412－ 81：23．32 218．9	
35 ノースファンタジー 牝2鹿 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 浦河 三嶋牧場 492－ 81：23．51 10．6

11 ミュトスレディ 牝2鹿 54 藤岡 佑介小村アセットM� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 470＋ 2 〃 クビ 99．5�
815 オ マ ケ 牝2鹿 54

52 △松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450＋ 41：23．6クビ 25．5�
22 ナ ン シ ー 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 428＋ 2 〃 アタマ 94．6
59 アズマクィーン 牝2鹿 54

52 △岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 450＋ 61：23．91� 34．8�
58 オウケンチョコ 牝2鹿 54 M．バルザローナ 福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 482＋ 21：24．21� 39．8�

（仏）

610 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± 01：24．3� 171．0�
611 レモンイエロー 牝2鹿 54

52 △小崎 綾也青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 418± 01：24．4� 105．1�
23 バイオレットフィズ 牝2黒鹿54 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 436＋ 21：24．61� 277．3�
713 ホープフルデイズ 牝2黒鹿54 W．ビュイック �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 438＋ 41：26．5大差 10．7�

（英）

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，940，800円 複勝： 95，228，200円 枠連： 17，364，800円
馬連： 50，768，000円 馬単： 37，324，800円 ワイド： 29，802，500円
3連複： 69，761，900円 3連単： 131，018，900円 計： 459，209，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 410円 � 190円 枠 連（4－4） 1，780円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 570円 �� 280円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 279408 的中 � 132345（1番人気）
複勝票数 計 952282 的中 � 672582（1番人気）� 17127（7番人気）� 48143（4番人気）
枠連票数 計 173648 的中 （4－4） 7543（6番人気）
馬連票数 計 507680 的中 �� 28527（5番人気）
馬単票数 計 373248 的中 �� 15130（7番人気）
ワイド票数 計 298025 的中 �� 13095（5番人気）�� 31150（2番人気）�� 3626（19番人気）
3連複票数 計 697619 的中 ��� 17196（10番人気）
3連単票数 計1310189 的中 ��� 9413（29番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―11．9―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．0―47．9―59．5―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッフォルツァート �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Formal Dinner デビュー 2014．7．27 中京2着

2012．2．14生 牝2鹿 母 コ ス モ ベ ル 母母 Blue Sword 5戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 ノースファンタジー号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）

ポルボローネ号の騎手義英真は，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・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホープフルデイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月24日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3107611月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26京都5）第7日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35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

11 ティアップワイルド 牡8栗 60 西谷 誠田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 534＋113：14．5 2．5�
33 タマモプラネット 牡4芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 480－ 83：14．92� 16．3�
57 ダンツミュータント 牡5青鹿60 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 442＋ 43：15．22 6．4�
69 � コウザンフォルテ 牡5黒鹿60 植野 貴也山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 520± 03：17．5大差 21．0�
813 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 444＋ 4 〃 ハナ 17．0�
34 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 426－ 43：17．81� 96．2

45 シゲルハリマ 牡3栗 58 熊沢 重文森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 514＋ 83：18．86 15．0�
58 シゲルヒダカ 牡3黒鹿58 白浜 雄造森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 524＋103：21．2大差 6．1�
610 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 56 五十嵐雄祐内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 456＋ 43：21．51� 120．4
22 ティマイドリーム 牡4鹿 60 中村 将之田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 490＋ 43：22．45 32．3�
46 トゥルーフレンド 牡5鹿 60 難波 剛健武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 484－ 23：24．010 48．4�
711 テイエムロカビリー 牡3芦 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 482＋10 〃 クビ 144．8�
712 ヘンリーフォンテン 牡5鹿 60 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 476＋ 4 （競走中止） 174．6�
814 ブリスコーラ 牡5鹿 60 北沢 伸也山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 516＋14 （競走中止） 4．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，399，000円 複勝： 20，871，000円 枠連： 14，765，700円
馬連： 36，944，800円 馬単： 22，598，900円 ワイド： 19，725，200円
3連複： 53，673，200円 3連単： 80，616，600円 計： 267，594，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 310円 � 220円 枠 連（1－3） 2，530円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 510円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 183990 的中 � 56927（1番人気）
複勝票数 計 208710 的中 � 40861（1番人気）� 14932（5番人気）� 24110（4番人気）
枠連票数 計 147657 的中 （1－3） 4519（11番人気）
馬連票数 計 369448 的中 �� 9557（11番人気）
馬単票数 計 225989 的中 �� 3990（15番人気）
ワイド票数 計 197252 的中 �� 4676（13番人気）�� 10504（4番人気）�� 4135（15番人気）
3連複票数 計 536732 的中 ��� 7386（17番人気）
3連単票数 計 806166 的中 ��� 2638（66番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．3－3F 38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1－3，5，7－14，9＝13－（2，4）＝8－11－（6，10）
1－3－7，5－（14，13）9－4＝2－（8，10）－11，6

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

勝馬の
紹 介

ティアップワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2008．10．19 京都5着

2006．4．20生 牡8栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ダンツミュータント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ヘンリーフォンテン号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ブリスコーラ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 コウザンフォルテ号の騎手植野貴也は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：14番）



3107711月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：20．6
1：20．3

良
良

612 コンテッサトゥーレ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 440 ―1：22．3 1．6�
（仏）

35 ピアレスピンク 牝2黒鹿54 和田 竜二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 486 ―1：22．72� 51．5�
816 ラ ン ウ ェ イ 牝2鹿 54 M．バルザローナ 井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 456 ― 〃 ハナ 19．0�

（仏）

48 ノースメイジャイ 牝2鹿 54 浜中 俊吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 500 ― 〃 クビ 78．7�
59 ファインドミー 牝2鹿 54 川田 将雅飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：22．8� 16．4	
611 ウイングタイガー 牝2鹿 54 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 446 ―1：22．9クビ 39．4

714 ノウゼンハレン 牝2鹿 54 太宰 啓介�ターフ・スポート北出 成人 浦河 岡本牧場 426 ―1：23．11 99．4�
510 エイシンアルファー 牝2青鹿54 北村 友一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 408 ― 〃 アタマ 7．8�
12 モズジャスティス 牝2鹿 54

51 ▲義 英真北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 462 ― 〃 アタマ 26．4
715 アグネスエンジェル 牝2鹿 54

52 △松若 風馬渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 416 ―1：23．31 70．2�
47 ウォーターライラ 牝2栗 54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 456 ―1：23．62 52．1�
36 モアザンワーズ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 422 ―1：23．81� 188．8�
24 イサミサンキュウ 牝2栗 54 松田 大作前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 422 ― 〃 クビ 81．4�
23 スズカマドンナ 牝2鹿 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 440 ―1：23．9� 5．4�
818 サンディアタッチ 牝2黒鹿54 酒井 学飯田 良枝氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：24．22 133．8�
11 ヤマニンプチローブ 牝2栗 54 藤岡 佑介土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 436 ―1：24．3� 74．6�
713 カタストロフィ 牝2栗 54 松山 弘平市川 義美氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 436 ―1：25．04 48．0�
817 エナジャイズ 牝2栗 54 国分 優作鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 480 ―1：25．31� 144．2�

（エナジャイズテラス）

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，169，800円 複勝： 40，320，600円 枠連： 16，997，700円
馬連： 46，055，600円 馬単： 33，710，400円 ワイド： 27，131，600円
3連複： 59，304，300円 3連単： 108，584，500円 計： 357，274，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 860円 � 350円 枠 連（3－6） 2，790円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 570円 �� 10，240円

3 連 複 ��� 17，380円 3 連 単 ��� 65，380円

票 数

単勝票数 計 251698 的中 � 125063（1番人気）
複勝票数 計 403206 的中 � 199581（1番人気）� 6148（10番人気）� 17407（6番人気）
枠連票数 計 169977 的中 （3－6） 4709（10番人気）
馬連票数 計 460556 的中 �� 8128（13番人気）
馬単票数 計 337104 的中 �� 4656（16番人気）
ワイド票数 計 271316 的中 �� 3822（16番人気）�� 13279（4番人気）�� 644（62番人気）
3連複票数 計 593043 的中 ��� 2558（47番人気）
3連単票数 計1085845 的中 ��� 1204（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．2―46．9―58．8―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンテッサトゥーレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2012．4．5生 牝2鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ココ号・パイグリン号・ハギノレイラニ号・ブリサマリナ号・レッドカーラ号
※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。

3107811月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

11 マルカウォーレン 牡2黒鹿55 C．ルメール 河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 520 ―1：55．8 1．3�
（仏）

810 キングコースト 牡2鹿 55 幸 英明宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 452 ―1：56．33 33．9�
78 ストームアラート 牝2栗 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：57．36 15．6�
66 ブ リ ヤ ン 牡2鹿 55 藤岡 佑介﨑川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 512 ―1：57．51� 16．8�
55 アシュラウェイ 牡2黒鹿55 P．ブドー 前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 462 ―1：57．6クビ 6．0�

（仏）

77 ヤマノブレイブ 牡2栗 55 秋山真一郎山泉 恵宥氏 高橋 亮 新ひだか 友田牧場 478 ―1：58．34 68．6	
44 ワンダープレジール 牡2黒鹿55 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 434 ―1：58．4� 15．7

33 ヴ ェ リ テ �2栗 55

53 △松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496 ―1：59．99 52．8�

89 グリーンマイル 牡2鹿 55 M．バルザローナ 石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 山口 義彦 504 ―2：00．0クビ 18．5�
（仏）

22 モズミステイク 牡2栗 55 和田 竜二北側 雅司氏 南井 克巳 日高 日高大洋牧場 452 ―2：03．3大差 20．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，989，100円 複勝： 91，368，000円 枠連： 12，844，400円
馬連： 43，811，600円 馬単： 37，012，100円 ワイド： 23，004，900円
3連複： 52，039，300円 3連単： 139，651，700円 計： 425，721，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 520円 � 230円 枠 連（1－8） 720円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 860円 �� 350円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 17，300円

票 数

単勝票数 計 259891 的中 � 152116（1番人気）
複勝票数 計 913680 的中 � 725009（1番人気）� 9156（8番人気）� 25938（3番人気）
枠連票数 計 128444 的中 （1－8） 13689（2番人気）
馬連票数 計 438116 的中 �� 16160（7番人気）
馬単票数 計 370121 的中 �� 11872（8番人気）
ワイド票数 計 230049 的中 �� 6621（9番人気）�� 18792（2番人気）�� 2017（29番人気）
3連複票数 計 520393 的中 ��� 6796（20番人気）
3連単票数 計1396517 的中 ��� 5850（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．8―13．2―13．3―13．1―12．8―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―38．2―51．4―1：04．7―1：17．8―1：30．6―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．0
1
3
2，6（3，9）4（1，5）－8，10－7・（2，6）9（3，5，8）（10，1）－7－4

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

勝馬の
紹 介

マルカウォーレン �
�
父 マルカシェンク �

�
母父 Wild Again 初出走

2012．5．4生 牡2黒鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヴェリテ号の騎手松若風馬は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：5番）

ストームアラート号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズミステイク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月24日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 メイショウムラシゲ号（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。



3107911月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第7競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

814 アドマイヤシェル 牡4栗 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 530－ 61：25．5 9．1�
712 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 510－ 21：25．6� 3．2�
46 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 国分 恭介�ノースヒルズ 中村 均 新冠 石田牧場 516＋ 4 〃 クビ 39．6�
59 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 508＋ 61：25．7クビ 34．9�
35 ジョーウォルター 牡3鹿 56 藤田 伸二上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 466＋ 4 〃 ハナ 25．6�
34 サダムコーテイ 牡4鹿 57 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：25．91� 5．3	
58 タマモユウトウセイ 牡3栗 56 川須 栄彦タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 488± 01：26．32� 5．6

610 ラテンロック 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 504＋ 41：26．4� 23．1�
11 � 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 476± 0 〃 アタマ 18．0�
815 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 4．1
（仏）

23 クリスマスマーベル 牡5青鹿57 大下 智名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 502＋221：26．82� 296．8�
713 サウンドレーサー 牡5黒鹿57 幸 英明増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 472＋ 6 〃 クビ 156．9�
47 アグネスキング 牡3黒鹿 56

54 △松若 風馬渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 520＋ 41：27．22� 140．4�
611 アイディアバイオ 牝3鹿 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 B456± 01：27．41� 64．0�
22 � アマクサタカラジマ 牡4栃栗57 岡田 祥嗣奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 安田 豊重 502＋ 61：27．5クビ 219．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，583，100円 複勝： 49，971，600円 枠連： 20，504，700円
馬連： 75，875，300円 馬単： 40，454，500円 ワイド： 38，553，500円
3連複： 92，820，900円 3連単： 145，290，700円 計： 496，054，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 210円 � 140円 � 790円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 450円 �� 5，300円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 12，340円 3 連 単 ��� 58，810円

票 数

単勝票数 計 325831 的中 � 28473（5番人気）
複勝票数 計 499716 的中 � 61216（5番人気）� 122926（1番人気）� 11387（10番人気）
枠連票数 計 205047 的中 （7－8） 37450（1番人気）
馬連票数 計 758753 的中 �� 56291（4番人気）
馬単票数 計 404545 的中 �� 11349（8番人気）
ワイド票数 計 385535 的中 �� 24534（4番人気）�� 1755（42番人気）�� 4180（23番人気）
3連複票数 計 928209 的中 ��� 5637（38番人気）
3連単票数 計1452907 的中 ��� 1791（183番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．4―47．9―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．6
3 10，11，12（13，15）9（8，14）（1，5）4－7，6，3，2 4 ・（10，11，12）（13，9，15）（14，5）8，4（1，6）（7，3）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤシェル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．2．23 阪神1着

2010．2．22生 牡4栗 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat 9戦3勝 賞金 25，820，000円
※アイディアバイオ号は，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。

3108011月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 ファイヤーロック 牡3黒鹿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 476＋ 21：54．5 2．4�

（仏）

811 ディアブルーダー 牡3鹿 55 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 516－ 2 〃 クビ 2．4�
44 � デンコウウンリュウ 牡4鹿 57 北村 友一田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 524＋ 41：54．6� 85．7�
22 レデントーレ �3黒鹿55 高倉 稜前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 21：55．13 30．5�
55 � セルリアンラビット 牡5鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B460－ 2 〃 アタマ 9．2	
79 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム B480＋ 61：55．2� 15．7

66 ライフトップガン 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 494＋ 81：55．4� 16．2�
810 クラウンシュバルツ 牡4栗 57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 482＋ 61：55．72 62．1�
33 パープルパルピナ 牡3鹿 55 小牧 太中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 490＋ 61：55．91	 26．6
11 ボールドジャパン 牡3鹿 55 川田 将雅増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 514＋ 81：56．11 12．3�
78 ワンダーシャスール 牡4鹿 57

54 ▲義 英真山本 信行氏 梅内 忍 浦河 秋場牧場 452± 01：56．2� 73．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，656，300円 複勝： 40，961，500円 枠連： 15，947，300円
馬連： 73，971，100円 馬単： 45，890，800円 ワイド： 35，894，800円
3連複： 87，443，400円 3連単： 188，437，100円 計： 517，202，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 110円 � 890円 枠 連（6－8） 200円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 150円 �� 2，470円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 286563 的中 � 94279（2番人気）
複勝票数 計 409615 的中 � 93667（2番人気）� 143821（1番人気）� 5464（9番人気）
枠連票数 計 159473 的中 （6－8） 59164（1番人気）
馬連票数 計 739711 的中 �� 248405（1番人気）
馬単票数 計 458908 的中 �� 65540（2番人気）
ワイド票数 計 358948 的中 �� 88892（1番人気）�� 2839（25番人気）�� 3497（21番人気）
3連複票数 計 874434 的中 ��� 13430（15番人気）
3連単票数 計1884371 的中 ��� 9290（44番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―14．1―12．8―13．1―12．8―12．6―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―38．5―51．3―1：04．4―1：17．2―1：29．8―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファイヤーロック �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．7 中京4着

2011．5．7生 牡3黒鹿 母 ディアマンブルー 母母 ゲートドクール 10戦2勝 賞金 21，900，000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。



3108111月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第9競走 ��
��1，400�

し ゅ う め い ぎ く

秋 明 菊 賞
発走14時35分 （芝・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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．6
1：20．3

良
良

11 ムーンエクスプレス 牝2鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 412－ 21：20．5レコード 7．3�
44 オメガタックスマン 牡2鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454± 01：20．71� 2．9�

（仏）

67 ノーブルルージュ 牝2黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 450－ 21：20．8� 14．3�
56 ブラックバード 牡2鹿 55 浜中 俊 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 61：21．11	 4．2�
33 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 470－ 2 〃 クビ 6．1�
55 マイティティー 牝2鹿 54 藤岡 佑介五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456－ 21：21．2� 8．9	
710 マコトグナイゼナウ 牡2青鹿55 藤岡 康太�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 444＋141：21．51	 13．2

812� ネイチャークルーズ 牝2栗 54 佐藤 友則�ホースケア 笹野 博司 日高 下河辺牧場 458－121：21．6� 123．4�

（笠松） （笠松）

22 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 496－ 21：21．7� 57．8
79 ベルウッドクラルテ 牡2鹿 55 和田 竜二鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 446－ 2 〃 クビ 35．3�
68 メイショウオヤシオ �2栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 454＋ 21：21．8クビ 78．0�
811 ジャミールカズマ 牡2青鹿55 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 472－ 61：21．9	 17．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，144，900円 複勝： 57，602，600円 枠連： 23，978，400円
馬連： 97，151，400円 馬単： 54，112，900円 ワイド： 42，955，600円
3連複： 114，212，100円 3連単： 215，400，100円 計： 642，558，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 190円 � 130円 � 340円 枠 連（1－4） 920円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，230円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 15，800円

票 数

単勝票数 計 371449 的中 � 40690（4番人気）
複勝票数 計 576026 的中 � 73844（4番人気）� 150611（1番人気）� 32530（7番人気）
枠連票数 計 239784 的中 （1－4） 20178（3番人気）
馬連票数 計 971514 的中 �� 82632（3番人気）
馬単票数 計 541129 的中 �� 18691（6番人気）
ワイド票数 計 429556 的中 �� 31664（3番人気）�� 8416（16番人気）�� 13775（10番人気）
3連複票数 計1142121 的中 ��� 29266（7番人気）
3連単票数 計2154001 的中 ��� 9878（48番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―11．5―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．5―33．9―45．4―57．0―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．1
3 7，2，1，3（9，6）（10，5）4，11，8－12 4 7，2，1（3，6）9（10，5）（4，11）－8－12

勝馬の
紹 介

ムーンエクスプレス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．7．19 中京2着

2012．3．22生 牝2鹿 母 アモーレペガサス 母母 ロビースレインボウ 5戦2勝 賞金 21，987，000円
〔制裁〕 ネイチャークルーズ号の騎手佐藤友則は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

3108211月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第10競走 ��
��1，800�

は な せ

花 背 特 別
発走15時10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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

816 ダノンバトゥーラ 牡3黒鹿55 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 476＋ 61：51．7 2．9�
48 � マ ス ク ゾ ロ 牡3黒鹿55 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

532± 0 〃 ハナ 2．3�
11 ソルモンターレ 牡8鹿 57 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B478－ 21：52．76 15．4�
23 デ コ レ イ ト 牝5鹿 55 M．バルザローナ 吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 464－ 41：52．91	 117．4�

（仏）

24 メイショウシンシア 牡3鹿 55 武 幸四郎松本 好	氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 444＋101：53．0
 16．4

12 メイショウソラーレ 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 486＋ 61：53．1� 17．7�
815 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：53．2クビ 96．0�
713� ブライトエルフ 牝5栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 454＋ 61：53．94 30．2
510 ポ レ イ ア 牝5栗 55 菱田 裕二﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B514＋24 〃 クビ 49．1�
35 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 492＋ 2 〃 ハナ 54．7�
714 シンコームーン 牝5栗 55 川須 栄彦豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 454± 01：54．0� 226．1�
59 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 490± 0 〃 クビ 7．6�
47 � 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 496± 01：54．63� 70．9�
611 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 556＋ 41：54．7クビ 26．9�
36 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 528－ 21：54．8� 107．5�
612 コスモメルハバ 牡5鹿 57 P．ブドー �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 514± 01：56．07 79．4�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，748，500円 複勝： 60，890，300円 枠連： 33，978，500円
馬連： 129，676，200円 馬単： 75，487，700円 ワイド： 57，903，500円
3連複： 173，028，400円 3連単： 317，479，100円 計： 890，192，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 180円 �� 500円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 417485 的中 � 112518（2番人気）
複勝票数 計 608903 的中 � 160821（2番人気）� 161007（1番人気）� 52283（4番人気）
枠連票数 計 339785 的中 （4－8） 76641（1番人気）
馬連票数 計1296762 的中 �� 293966（1番人気）
馬単票数 計 754877 的中 �� 82560（2番人気）
ワイド票数 計 579035 的中 �� 100518（1番人気）�� 25828（5番人気）�� 27633（4番人気）
3連複票数 計1730284 的中 ��� 127261（2番人気）
3連単票数 計3174791 的中 ��� 66214（5番人気）

ハロンタイム 11．9―11．7―12．7―12．6―13．0―12．8―12．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―23．6―36．3―48．9―1：01．9―1：14．7―1：27．3―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバトゥーラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．17 京都1着

2011．4．29生 牡3黒鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 5戦3勝 賞金 33，292，000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 タイセイクルーズ号
※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。

１レース目 ３レース目



3108311月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第11競走 ��
��1，200�

だ い ご

醍醐ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：07．9 7．7�
48 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± 0 〃 アタマ 2．0�
714 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 506＋26 〃 アタマ 15．1�
12 ネ ロ 牡3栗 56 M．バルザローナ 西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 474－ 2 〃 クビ 22．0�

（仏）

713 モズハツコイ 牝3芦 54 菱田 裕二北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 460± 01：08．11	 16．5�
36 ヤ マ ノ レ オ 
4栗 57 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 490－ 61：08．2クビ 28．0	
23 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506＋ 2 〃 アタマ 78．2

47 コナブリュワーズ 牝4黒鹿55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 48．7�
35 トキノゲンジ 牡6鹿 57 小牧 太中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 504－18 〃 ハナ 120．6
611 アットウィル 牡4栗 57 C．ルメール 宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 490± 01：08．3� 4．7�

（仏）

24 � マイネルエテルネル 牡4栗 57 P．ブドー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 480± 0 〃 アタマ 8．4�
（仏）

612 メイショウツガル 牡6鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 480＋141：08．51� 80．0�
510 オレニホレルナヨ 牡5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 508＋ 41：08．6 81．8�
59 テイエムタイホー 牡5栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 488＋ 81：08．7クビ 52．8�
816 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 57 中谷 雄太石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 B506＋ 41：09．44 213．2�
815� シゲルアセロラ 牡5黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

486＋ 21：09．61� 61．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 104，633，100円 複勝： 126，481，600円 枠連： 67，964，600円 馬連： 303，196，000円 馬単： 156，580，300円
ワイド： 122，237，500円 3連複： 381，971，600円 3連単： 733，442，700円 5重勝： 1，149，689，600円 計： 3，146，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 190円 � 110円 � 360円 枠 連（1－4） 680円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，790円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 18，350円

5 重 勝
対象競走：京都9R／東京10R／京都10R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 1，541，710円

票 数

単勝票数 計1046331 的中 � 107849（3番人気）
複勝票数 計1264816 的中 � 147089（3番人気）� 432320（1番人気）� 58058（6番人気）
枠連票数 計 679646 的中 （1－4） 76946（3番人気）
馬連票数 計3031960 的中 �� 292077（2番人気）
馬単票数 計1565803 的中 �� 58072（6番人気）
ワイド票数 計1222375 的中 �� 100146（2番人気）�� 16064（20番人気）�� 40093（7番人気）
3連複票数 計3819716 的中 ��� 83230（8番人気）
3連単票数 計7334427 的中 ��� 28965（46番人気）
5重勝票数 計11496896 的中 ����� 789

ハロンタイム 12．4―10．8―10．8―10．9―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．0―44．9―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．9
3 14，9（2，15，16）（4，6，10）（1，7）13（8，12）（11，5）3 4 14（2，9）（6，15）（4，16）（1，10）（7，13）8（12，5）（3，11）

勝馬の
紹 介

マコトナワラタナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．15 小倉4着

2009．1．27生 牝5鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 28戦5勝 賞金 122，183，000円
〔制裁〕 シゲルカガ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。

3108411月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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
2：10．0
2：10．0

良
良

24 エーシンハクリュー 牡4芦 57 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 508＋ 62：13．0 6．4�
36 フロリダパンサー 牡3青鹿55 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B482＋ 22：13．21� 18．8�
510	 エイシンエルヴィン 牡3鹿 55 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 502＋ 42：13．41� 4．2�
11 
 クリールハヤテ 牡5栗 57

55 △松若 風馬横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488± 02：13．5クビ 54．5�
817 リ ノ リ オ 牡3黒鹿55 菱田 裕二�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 494－ 42：13．6� 14．1�
612 ハッピーモーメント 牡4鹿 57 M．バルザローナ 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 2．8


（仏）

23 スノーストーム 牡4栗 57 浜中 俊 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：13．81� 35．0�
48 
 キ ン コ バ ン 牡3栗 55 古川 吉洋熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 486＋ 22：13．9� 122．0�
714 ペンタトニック 牡3栗 55 P．ブドー 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 9．1

（仏）

47 マイネルプレッジ 牡3鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 428－ 22：14．11 34．8�

816 アラドヴァル 牝5青 55 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 480＋142：14．2� 109．7�
35 マイネルフレスコ 牡3栗 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 472－ 62：14．41 87．8�
611 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿 53

51 △小崎 綾也栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 444＋10 〃 クビ 48．4�
818 バ ト ル ゾ ロ 牡4鹿 57 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 530＋222：15．35 97．3�
713 タカノハーバー 牡4青鹿57 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム B488＋ 4 〃 クビ 40．7�
12 
 リッカシェクル �5鹿 57 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 412＋ 82：15．4 251．0�
715
 テ ナ ン ゴ 牡4芦 57 松山 弘平林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 474－102：17．7大差 227．0�
59 ファーガソン 牡3鹿 55 C．ルメール 林 正道氏 松田 国英 新ひだか 橋本牧場 508＋20 （競走中止） 9．8�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 80，552，100円 複勝： 100，432，700円 枠連： 54，229，400円
馬連： 194，753，700円 馬単： 101，814，700円 ワイド： 94，774，500円
3連複： 254，994，400円 3連単： 450，992，600円 計： 1，332，544，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 410円 � 180円 枠 連（2－3） 4，120円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 530円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 50，390円

票 数

単勝票数 計 805521 的中 � 99807（3番人気）
複勝票数 計1004327 的中 � 124325（3番人気）� 52701（7番人気）� 164992（2番人気）
枠連票数 計 542294 的中 （2－3） 10185（16番人気）
馬連票数 計1947537 的中 �� 27651（17番人気）
馬単票数 計1018147 的中 �� 8939（27番人気）
ワイド票数 計 947745 的中 �� 14293（18番人気）�� 49137（4番人気）�� 15376（15番人気）
3連複票数 計2549944 的中 ��� 25501（21番人気）
3連単票数 計4509926 的中 ��� 6488（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．2―36．8―49．1―1：01．6―1：14．1―1：26．8―1：38．6―1：49．9―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．4
1
3

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

・（6，9）（1，4，18）（10，17）（8，12，16）11（5，7，14，15）3，13－2・（6，9）（1，4，18，16）（10，17，14）（8，11）（12，7）5，3，13－（2，15）
勝馬の
紹 介

エーシンハクリュー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．6 京都1着

2010．4．17生 牡4芦 母 エイシンビーナス 母母 ブランシユレイン 8戦2勝 賞金 19，320，000円
〔競走中止〕 ファーガソン号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に激突し，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ファーガソン号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について戒告。

クリールハヤテ号の騎手松若風馬は，後検量に遅れたことについて戒告。
リノリオ号の騎手菱田裕二は，後検量に遅れたことについて戒告。

〔調教再審査〕 ファーガソン号は，平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アグネスミニッツ号・サイモンラムセス号
※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。

５レース目



（26京都5）第7日 11月24日（月曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

192，450，000円
10，020，000円
1，470，000円
16，860，000円
66，391，500円
5，364，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
464，050，500円
750，059，300円
304，926，200円
1，147，511，100円
659，558，100円
544，114，600円
1，466，543，400円
2，696，387，700円
1，149，689，600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 9，182，840，500円

総入場人員 21，684名 （有料入場人員 19，292名）
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