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3109711月30日 晴 重 （26京都5）第9日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50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

35 ヒラボククラウン 牡2栗 55 三浦 皇成�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 458－ 21：12．2 1．7�
816 セイユニコーン 牡2芦 55 松田 大作金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 458＋ 21：13．26 172．3�
612 スーパーノヴァ 牡2栗 55 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 476＋ 2 〃 クビ 21．1�
611 カネトシバリアント 牡2栗 55 松山 弘平兼松 利男氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 470－ 41：13．3� 42．0�
714 シートライアル 牡2栗 55 和田 竜二関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 464± 01：13．4� 29．3�
12 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 448－ 2 〃 ハナ 20．2	
36 タイキオールブルー 牡2青鹿55 内田 博幸
大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 434＋ 21：13．61� 4．7�
47 ワンラヴワンハート 牡2青鹿 55

52 ▲義 英真山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 462－20 〃 ハナ 18．6�
23 オイルタウン 牡2栗 55 幸 英明山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 448－ 6 〃 クビ 143．0
510 ワンダーグロワール 牡2鹿 55 国分 優作山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 488＋ 41：13．81� 81．0�
11 メッサーウイング 牝2栗 54 菱田 裕二野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム 438± 01：14．01 14．0�
815 エンデヴァー 牡2黒鹿55 W．ビュイック H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 41：14．1� 13．4�
（英）

713 メイショウケイウン 牡2鹿 55
53 △松若 風馬松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 赤田牧場 474＋ 81：15．16 45．0�

48 ジョウショーチカラ 牡2青鹿55 藤田 伸二熊田 義孝氏 高橋 康之 新冠 五丸農場 518＋16 〃 ハナ 31．6�
24 ヴァルディスーザ 牡2栗 55 小牧 太 
社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 564＋181：15．31� 45．9�
59 パープルドリーム 牝2黒鹿54 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 482± 01：15．51� 62．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，851，100円 複勝： 64，558，100円 枠連： 13，826，300円
馬連： 48，032，500円 馬単： 33，873，900円 ワイド： 28，268，000円
3連複： 74，312，700円 3連単： 110，803，500円 計： 395，526，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，940円 � 440円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 14，740円 馬 単 �� 20，420円

ワ イ ド �� 4，300円 �� 650円 �� 29，750円

3 連 複 ��� 62，410円 3 連 単 ��� 272，310円

票 数

単勝票数 計 218511 的中 � 99778（1番人気）
複勝票数 計 645581 的中 � 443526（1番人気）� 2654（16番人気）� 13468（6番人気）
枠連票数 計 138263 的中 （3－8） 16903（3番人気）
馬連票数 計 480325 的中 �� 2524（30番人気）
馬単票数 計 338739 的中 �� 1244（42番人気）
ワイド票数 計 282680 的中 �� 1644（36番人気）�� 12026（4番人気）�� 234（103番人気）
3連複票数 計 743127 的中 ��� 893（123番人気）
3連単票数 計1108035 的中 ��� 295（534番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．4―47．7―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボククラウン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー 2014．6．21 函館4着

2012．3．12生 牡2栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 6戦1勝 賞金 12，850，000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 レンズフルパワー号
※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。

3109811月30日 晴 重 （26京都5）第9日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時20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

56 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± 01：25．2 3．2�
68 ライムチェイサー 牡2鹿 55 藤岡 康太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 464－ 2 〃 アタマ 2．7�
55 ヒラボクテイオー 牡2黒鹿55 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 522± 01：25．62� 7．2�
22 オンワードバース 牡2鹿 55 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 442＋ 61：25．7クビ 9．7�
44 セイジャッカル 牡2鹿 55 菱田 裕二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 466－ 2 〃 ハナ 9．6�
811 デューイハミテージ 牝2鹿 54 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 450－ 8 〃 アタマ 72．1	
11 モ ー グ リ 牡2栗 55

53 △小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 546－ 21：26．33� 8．5

710 イェドプリオル 牡2青鹿55 川須 栄彦�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 504＋22 〃 ハナ 86．9�
79 サカダッシュ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 476＋ 21：26．51 27．6�
67 パストラーレ 牡2栗 55 松田 大作三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 492－141：27．24 70．4
812 サクラアリオン 牡2芦 55

53 △松若 風馬�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 464＋ 4 〃 ハナ 26．6�
33 レ ミ ネ ン ス 牝2鹿 54 �島 良太桐谷 茂氏 中野 栄治 新ひだか 原 フアーム 460－ 21：27．41� 119．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，550，400円 複勝： 34，456，200円 枠連： 13，670，100円
馬連： 54，194，500円 馬単： 32，844，300円 ワイド： 30，412，800円
3連複： 68，228，300円 3連単： 110，442，500円 計： 367，799，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（5－6） 270円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 190円 �� 420円 �� 330円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 235504 的中 � 57216（2番人気）
複勝票数 計 344562 的中 � 73358（2番人気）� 85286（1番人気）� 40643（3番人気）
枠連票数 計 136701 的中 （5－6） 39109（1番人気）
馬連票数 計 541945 的中 �� 101448（1番人気）
馬単票数 計 328443 的中 �� 24784（2番人気）
ワイド票数 計 304128 的中 �� 48283（1番人気）�� 16053（6番人気）�� 21736（2番人気）
3連複票数 計 682283 的中 ��� 54788（2番人気）
3連単票数 計1104425 的中 ��� 20854（5番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．1―12．5―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．5―48．0―1：00．3―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミトノゴールド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．6．29 函館6着

2012．3．28生 牡2栗 母 ホシノキンカ 母母 スターマイライフ 7戦1勝 賞金 9，600，000円

第５回 京都競馬 第９日



3109911月30日 晴 稍重 （26京都5）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時50分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：45．9

良
良

48 フィールドリアン 牡2黒鹿55 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 468＋121：50．7 64．6�
612 ワーキングプライド 牝2鹿 54 菱田 裕二 �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 492－10 〃 クビ 4．3�
713 フ ォ ル サ 牡2黒鹿55 中谷 雄太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 486－ 61：50．8� 63．9�
12 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 438－ 41：50．9� 2．6�
817 ドリームチェイサー 牡2栗 55 池添 謙一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：51．11� 5．8�
815 アウトゼアー 牡2鹿 55 水口 優也薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 498± 0 〃 クビ 14．4	
59 ロ ー デ ッ ド 牝2鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 	川 啓一 456－ 41：51．41
 6．4

714 シャンタルエット 牝2鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460－ 81：51．5� 32．6�
23 カフジムーン 牡2黒鹿55 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 猿橋 義昭 468－ 4 〃 クビ 113．9�
11 スクリーンショット 牡2栗 55 三浦 皇成桑畑 信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 アタマ 19．8�
24 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 442－ 21：51．6� 18．1�
816 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 466＋ 61：52．02� 70．1�
611 ツジスーパーハヤテ 牡2鹿 55 太宰 啓介辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 石田牧場 454＋ 21：52．21� 302．2�
510 マイネルレオーネ 牡2黒鹿55 和田 竜二 �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± 01：52．41� 38．2�
36 コパノジョージ 牡2黒鹿55 古川 吉洋小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 508＋161：52．5クビ 129．8�
35 クリムゾンスカイ 牝2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 442＋ 81：52．82 45．7�
47 ウ エ イ ブ �2青鹿55 花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 佐竹 学 412－ 41：53．22� 358．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 27，843，900円 複勝： 41，427，400円 枠連： 16，516，700円
馬連： 59，206，000円 馬単： 34，080，700円 ワイド： 33，815，300円
3連複： 76，774，000円 3連単： 103，244，300円 計： 392，908，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，460円 複 勝 � 1，350円 � 190円 � 950円 枠 連（4－6） 9，660円

馬 連 �� 12，240円 馬 単 �� 32，930円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 21，250円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 152，730円 3 連 単 ��� 1，011，510円

票 数

単勝票数 計 278439 的中 � 3444（12番人気）
複勝票数 計 414274 的中 � 6806（12番人気）� 72716（2番人気）� 9903（9番人気）
枠連票数 計 165167 的中 （4－6） 1324（24番人気）
馬連票数 計 592060 的中 �� 3747（33番人気）
馬単票数 計 340807 的中 �� 776（80番人気）
ワイド票数 計 338153 的中 �� 2232（37番人気）�� 406（91番人気）�� 2727（31番人気）
3連複票数 計 767740 的中 ��� 377（243番人気）
3連単票数 計1032443 的中 ��� 74（1436番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．5―13．3―13．1―12．1―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．8―50．1―1：03．2―1：15．3―1：27．2―1：38．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドリアン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．7．6 函館12着

2012．3．28生 牡2黒鹿 母 プラジェラート 母母 バルドネキア 5戦1勝 賞金 6，300，000円

3110011月30日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （26京都5）第9日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

711 アップトゥデイト 牡4芦 60 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 522＋ 23：32．5 1．8�

813 サンライズロイヤル 牡5鹿 62 植野 貴也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 546± 03：32．71� 2．9�
44 アルトゥバン 牡6栗 60 黒岩 悠�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 500＋ 23：33．33� 14．8�
710 ウォンテッド 牡4黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 490＋ 83：33．62 62．8�
22 � トーセンプラチナ 牡5鹿 60 横山 義行島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 83：34．13 73．4	
57 エリタージュ 牝4鹿 58 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 474＋ 63：34．2
 92．0

45 テイエムセイリュウ 牡5青鹿60 平沢 健治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 510± 03：35．58 70．9�
69 セ イ エ イ 牡6栗 62 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 526＋ 83：35．6� 61．3�
33 スズカマジェスタ 牡6青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 492＋103：36．13 19．1
812� クリノテンペスタ 牡7栗 60 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 484＋ 63：37．05 119．0�
11 � エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 462＋ 23：37．95 120．4�
56 ミヤコデラックス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B476＋ 8 （競走中止） 13．3�
68 ルペールノエル 牡4黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 522＋ 8 （競走中止） 10．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，993，500円 複勝： 26，197，200円 枠連： 13，074，100円
馬連： 42，259，900円 馬単： 32，928，600円 ワイド： 23，015，600円
3連複： 64，083，600円 3連単： 118，787，700円 計： 342，340，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 140円 �� 500円 �� 470円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 1，800円

票 数

単勝票数 計 219935 的中 � 94281（1番人気）
複勝票数 計 261972 的中 � 100227（1番人気）� 60998（2番人気）� 16189（5番人気）
枠連票数 計 130741 的中 （7－8） 43994（1番人気）
馬連票数 計 422599 的中 �� 154241（1番人気）
馬単票数 計 329286 的中 �� 75359（1番人気）
ワイド票数 計 230156 的中 �� 60037（1番人気）�� 9105（7番人気）�� 9780（6番人気）
3連複票数 計 640836 的中 ��� 68337（2番人気）
3連単票数 計1187877 的中 ��� 47744（2番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 50．8－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
7－11－（13，2）4（10，1）（3，5，9）12・（7，11）（13，2）－10－4－5（3，9）12－1

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

勝馬の
紹 介

アップトゥデイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．7 中京1着

2010．2．18生 牡4芦 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ 障害：3戦2勝 賞金 21，800，000円
〔競走中止〕 ルペールノエル号は，1周目1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ミヤコデラックス号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出走取消馬 テイエムオペラドン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フリーダムシチー号
（非抽選馬）15頭 アマクサハイヤ号・エーシンジーライン号・カシマシンセイ号・サンマルボス号・シゲルヒタチ号・

シゲルヘビザ号・ダノンゴールド号・タマモショパン号・テーオーゼウス号・ニライジンク号・ビコーピリラニ号・
プレミアムウォーズ号・プレミアムパス号・マサライト号・リアルブラック号



3110111月30日 晴 稍重 （26京都5）第9日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時10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

33 エトランドル 牡2鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522 ―1：51．1 1．8�
79 スマートガイア 牡2鹿 55 池添 謙一大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478 ―1：51．31� 3．9�
811 マキシマムドパリ 牝2芦 54 藤岡 康太 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470 ―1：51．51� 5．1�
67 リ プ カ 牝2栗 54 藤田 伸二佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 378 ―1：51．81� 44．7�
22 メモリーデシジョン �2栗 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 480 ―1：52．11� 51．3	
78 ゼンノブレーメン 牡2鹿 55 W．ビュイック 大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 472 ―1：52．31� 31．7


（英）

66 サウンドギャツビー 牡2黒鹿55 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474 ― 〃 ハナ 11．4�
11 オヤマタイザン 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 泰章氏 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 484 ―1：52．51� 76．0�
44 カ ム ヒ ア 牝2鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 クビ 23．1
810 カ ル デ ィ ア 牝2鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 438 ―1：53．24 26．7�
55 ナムラカンベイ 牡2栗 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 504 ―1：54．58 70．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，116，300円 複勝： 40，891，900円 枠連： 11，979，300円
馬連： 50，326，700円 馬単： 38，202，900円 ワイド： 26，204，900円
3連複： 62，106，900円 3連単： 129，849，800円 計： 387，678，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（3－7） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 190円 �� 250円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 計 281163 的中 � 119802（1番人気）
複勝票数 計 408919 的中 � 202388（1番人気）� 63180（2番人気）� 48322（3番人気）
枠連票数 計 119793 的中 （3－7） 28945（1番人気）
馬連票数 計 503267 的中 �� 115470（1番人気）
馬単票数 計 382029 的中 �� 51680（1番人気）
ワイド票数 計 262049 的中 �� 46403（1番人気）�� 33602（2番人気）�� 22993（3番人気）
3連複票数 計 621069 的中 ��� 112990（1番人気）
3連単票数 計1298498 的中 ��� 80181（1番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．2―12．8―13．1―12．5―12．2―11．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―37．4―50．2―1：03．3―1：15．8―1：28．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エトランドル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．1．31生 牡2鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 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。

3110211月30日 晴 稍重 （26京都5）第9日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：20．3

良
良

79 アルマオンディーナ 牝2鹿 54 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 446 ―1：24．2 3．4�
56 シャンデリアハウス 牝2黒鹿54 W．ビュイック �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 416 ―1：24．41� 8．6�

（英）

22 ショウナンマキシム 牝2鹿 54
52 △小崎 綾也国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 410 ―1：24．5� 17．3�

710 ジューンブラジリエ 牡2鹿 55 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 追分ファーム 460 ― 〃 ハナ 7．7�
11 トワイライトキッス 牝2黒鹿54 小牧 太�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ―1：24．82 2．3	
67 スマートソフィア 牝2鹿 54 武 幸四郎大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 486 ―1：24．9� 18．1

44 セ ー ブ ル 牡2青 55 小林 徹弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 490 ―1：25．0� 34．7�
68 	 スティルアボーイ 牡2芦 55 池添 謙一 Him Rock Racing 加用 正 愛 Mr N.

Tsurumi 472 ―1：25．1� 10．7�
811 キョウワエルフ 牝2栗 54 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 430 ―1：25．2� 145．6
55 ナムラパッキャオ 牡2鹿 55 熊沢 重文奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 534 ―1：25．62� 54．1�
812 ジーンノワール 牝2黒鹿54 内田 博幸国田 正忠氏 友道 康夫 浦河 高村牧場 388 ―1：26．02� 61．0�
33 キ ー マ ー ク 牡2栗 55 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 476 ―1：26．63� 77．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，949，800円 複勝： 34，487，000円 枠連： 15，641，900円
馬連： 49，797，900円 馬単： 34，991，200円 ワイド： 27，413，100円
3連複： 62，736，200円 3連単： 111，022，100円 計： 361，039，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 230円 � 360円 枠 連（5－7） 1，060円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 610円 �� 830円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 249498 的中 � 58481（2番人気）
複勝票数 計 344870 的中 � 61495（2番人気）� 37641（3番人気）� 21033（6番人気）
枠連票数 計 156419 的中 （5－7） 11403（5番人気）
馬連票数 計 497979 的中 �� 20825（7番人気）
馬単票数 計 349912 的中 �� 8920（11番人気）
ワイド票数 計 274131 的中 �� 12031（7番人気）�� 8548（10番人気）�� 4189（18番人気）
3連複票数 計 627362 的中 ��� 6831（23番人気）
3連単票数 計1110221 的中 ��� 3290（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―36．4―49．0―1：01．2―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマオンディーナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2012．3．18生 牝2鹿 母 ナイストレビアン 母母 クリスタルガーデン 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。



3110311月30日 晴 稍重 （26京都5）第9日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・右・外）

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
1：31．4
1：30．7

良
良

817 ベアトリッツ 牝4鹿 55
53 △松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 436± 01：34．8 2．7�

24 ヴィンテージローズ 牝3栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 432－ 2 〃 ハナ 10．1�
611 ガルデルスリール 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 クビ 6．4�
35 ディライトフル 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：34．9クビ 24．5�
59 リヴィエール 牝3芦 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464± 01：35．32� 9．1�
23 アドマイヤウイング 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 13．5	
510 タニノタキシード 牡4黒鹿57 藤岡 康太谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 474＋ 41：35．4� 46．9

715 ダイナミックウオー 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 526＋101：35．5� 65．8�
48 ボージェスト 牝3栗 54 W．ビュイック 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 7．8�

（英）

816 スペランツァデーア 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B440＋ 81：35．6クビ 54．6
12 ガートルード 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 19．9�
11 � マイアミムーン �4黒鹿57 高田 潤吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 450－ 61：35．81� 209．1�
713� ゴ ー ス ル ー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 452－ 41：36．01	 38．5�
612 ダンツクロノス 牡4鹿 57 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 520－ 21：36．21	 12．6�
818� シャイボーイ 牡5鹿 57 柴田 未崎松田 整二氏 日吉 正和 平取 びらとり牧場 482＋ 21：36．51
 345．4�
714 グ ラ ー ネ 牡5鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 472＋121：36．71 25．6�
36 ラガーギアチェンジ 牡3青鹿 56

54 △岩崎 翼奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 466－ 61：37．55 40．3�
（17頭）

47 メイショウヤマホコ 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，052，400円 複勝： 55，832，600円 枠連： 26，101，300円
馬連： 86，390，400円 馬単： 45，400，500円 ワイド： 46，596，000円
3連複： 115，435，200円 3連単： 152，522，200円 計： 564，330，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 260円 � 210円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 570円 �� 400円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 13，330円

票 数

単勝票数 差引計 360524（返還計 756） 的中 � 104970（1番人気）
複勝票数 差引計 558326（返還計 621） 的中 � 156324（1番人気）� 43064（6番人気）� 57923（2番人気）
枠連票数 差引計 261013（返還計 39） 的中 （2－8） 30326（2番人気）
馬連票数 差引計 863904（返還計 3024） 的中 �� 42719（4番人気）
馬単票数 差引計 454005（返還計 1245） 的中 �� 15140（3番人気）
ワイド票数 差引計 465960（返還計 1637） 的中 �� 20971（5番人気）�� 31722（1番人気）�� 9143（11番人気）
3連複票数 差引計1154352（返還計 5769） 的中 ��� 25363（4番人気）
3連単票数 差引計1525222（返還計 10035） 的中 ��� 8294（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．0―48．1―59．6―1：11．0―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．2
3 11，6（8，13）15（5，9）－（2，4）10（1，3）16（18，17，14）12 4 11，13（8，15）（6，9）－5，4（2，10）3（16，14）（1，17）（18，12）

勝馬の
紹 介

ベアトリッツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー 2012．10．1 阪神4着

2010．3．2生 牝4鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 19戦3勝 賞金 39，250，000円
〔出走取消〕 メイショウヤマホコ号は，疾病〔左後管部打撲傷〕のため出走取消。
※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） 1頭 サンレイロッキー号
（非抽選馬） 4頭 ウメ号・セーノークイン号・ホッコータフネス号・ワイレアワヒネ号
※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。

3110411月30日 晴 稍重 （26京都5）第9日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （ダート・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
1：09．1
1：08．7

重
重

36 グランプリナイト 牡4黒鹿57 三浦 皇成�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 510± 01：10．5 2．9�
815	 ヴィクタシア 牝5黒鹿55 藤岡 佑介前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B508－ 2 〃 クビ 3．2�
24 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 472－ 81：10．6クビ 9．1�
35 ゼンノヒストリエ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 504＋ 41：10．92 9．6�
611 ク ー ゲ ル 牡3栗 56 酒井 学幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 516＋141：11．0
 8．5�
612 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 524＋ 21：11．21� 70．8	
59 ナムラハヤテ 牡5黒鹿57 幸 英明奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 474＋161：11．51� 143．1

47 ヒカリマサムネ 牡4栗 57 川須 栄彦�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464＋ 21：11．6
 19．9�
816 マ リ カ 牝3栗 54 藤岡 康太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 468－ 41：12．02
 13．1
510 ナモンレジェンド 牡3鹿 56 北村 友一�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 508± 01：12．1� 33．9�
714 ランドクイーン 牝4栗 55 小牧 太山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472± 01：12．2クビ 30．5�
713 ストリートハンター 牡5鹿 57

55 △小崎 綾也 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 526＋161：12．3� 38．8�
12 タイセイクインス 牝5青鹿 55

53 △松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 494＋ 41：12．4
 135．6�
23 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 490＋ 81：12．82
 115．3�
11 メイショウアキシノ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 446＋ 61：12．9クビ 131．8�
48 キョウワリベラル 牡5黒鹿57 和田 竜二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 506± 01：13．0
 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，372，000円 複勝： 53，679，600円 枠連： 25，167，400円
馬連： 88，814，600円 馬単： 49，705，200円 ワイド： 44，332，300円
3連複： 115，033，800円 3連単： 172，730，700円 計： 583，835，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 200円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 180円 �� 380円 �� 450円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 343720 的中 � 91692（1番人気）
複勝票数 計 536796 的中 � 140215（1番人気）� 125579（2番人気）� 48385（4番人気）
枠連票数 計 251674 的中 （3－8） 65536（1番人気）
馬連票数 計 888146 的中 �� 183945（1番人気）
馬単票数 計 497052 的中 �� 48971（2番人気）
ワイド票数 計 443323 的中 �� 76831（1番人気）�� 26587（2番人気）�� 21865（3番人気）
3連複票数 計1150338 的中 ��� 93081（1番人気）
3連単票数 計1727307 的中 ��� 35208（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．7―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．9―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．3
3 ・（3，5）7，16，2，6，13（8，14）15（12，11）9，4－1－10 4 ・（3，5）7（2，6，16）－（15，8，14）13（12，11）9，4，1－10
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 20戦4勝 賞金 48，320，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エンプレスペスカ号・サンセルマン号・ジャマイカジョー号・ハニードント号・マウンテンファスト号・

ヤマニンメンヒル号・ワイルドダラー号



3110511月30日 晴 良 （26京都5）第9日 第9競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時15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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

22 アスカビレン 牝2鹿 54 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 454－ 81：35．6 25．5�
33 ペ ル フ ィ カ 牝2黒鹿54 菱田 裕二�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 4 〃 ハナ 25．6�
55 シ ャ ル ー ル 牝2栗 54 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 0 〃 クビ 6．7�
56 � エイシンカラット 牝2黒鹿54 W．ビュイック �栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership 458± 01：35．81� 1．5�
（英）

68 ティーエスクライ 牝2芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440－ 61：36．01	 8．7	
67 ウインアキレア 牝2鹿 54 池添 謙一�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444± 0 〃 ハナ 68．0

710 ル ア ン ジ ュ 牝2青 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 476－ 21：36．1	 20．2�
44 ウインソワレ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 21：36．41
 7．1�
812 ビジューミニョン 牝2青鹿54 内田 博幸 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 458＋ 21：36．61	 25．9
79 キャンディーハウス 牝2黒鹿54 三浦 皇成前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 61：36．91
 45．4�
11 タマモルミエール 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 420－ 21：37．11� 149．2�
811 ウェディングラン 牝2鹿 54 松若 風馬小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 416＋ 21：37．31	 217．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，272，600円 複勝： 90，062，900円 枠連： 23，377，800円
馬連： 119，876，600円 馬単： 77，673，900円 ワイド： 52，509，000円
3連複： 138，707，100円 3連単： 305，847，100円 計： 863，327，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 710円 � 690円 � 320円 枠 連（2－3） 11，150円

馬 連 �� 16，460円 馬 単 �� 33，150円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 1，970円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 29，240円 3 連 単 ��� 253，410円

票 数

単勝票数 計 552726 的中 � 17332（6番人気）
複勝票数 計 900629 的中 � 31671（8番人気）� 32746（7番人気）� 82637（4番人気）
枠連票数 計 233778 的中 （2－3） 1624（21番人気）
馬連票数 計1198766 的中 �� 5644（33番人気）
馬単票数 計 776739 的中 �� 1757（57番人気）
ワイド票数 計 525090 的中 �� 3784（32番人気）�� 6917（21番人気）�� 6732（22番人気）
3連複票数 計1387071 的中 ��� 3557（69番人気）
3連単票数 計3058471 的中 ��� 875（410番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．3―48．4―1：00．3―1：12．2―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスカビレン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2014．9．20 阪神1着

2012．2．7生 牝2鹿 母 スウェプトレジーナ 母母 ヴィヴァットレジーナ 3戦2勝 賞金 17，066，000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。

3110611月30日 晴 稍重 （26京都5）第9日 第10競走 ��1，900�
け あ げ

蹴 上 特 別
発走14時50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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

47 アーバンレジェンド 牝4栗 55 菱田 裕二吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 466－121：57．6 27．4�
610 チェスナットバロン 牡5栗 57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 568＋ 81：57．81� 70．2�
11 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 494－ 8 〃 クビ 2．5�
58 シ ョ ー グ ン 牡4鹿 57 四位 洋文 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 636＋ 21：58．11� 6．7�
22 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 492－ 41：58．2クビ 4．7�
34 � タンスチョキン 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 480－ 21：58．3� 45．8	
712 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 内田 博幸 �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 484－ 4 〃 同着 21．5

35 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 2 〃 クビ 27．9�
46 ローレルアルトス 牡4黒鹿57 丸山 元気 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 478－ 41：58．51 165．5
815 ヴァンヘルシング 牡5青鹿57 小崎 綾也市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458＋ 21：58．82 29．5�
611 サトノバリアント 牡3鹿 55 池添 謙一里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 450－121：58．9クビ 6．8�
23 アイソレーション 牡3鹿 55 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 526＋ 21：59．43 16．6�
713 ハッピーエム 牝3鹿 53 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 原田牧場 444－ 61：59．61� 13．6�
59 � マイネルボンド 牡5青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B496＋ 61：59．91� 102．8�
814 メイショウサリマン 牡6栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 476－ 42：00．53	 148．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，229，900円 複勝： 67，833，700円 枠連： 33，297，600円
馬連： 158，981，100円 馬単： 73，392，200円 ワイド： 61，888，400円
3連複： 173，773，600円 3連単： 274，089，500円 計： 888，486，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 520円 � 1，870円 � 140円 枠 連（4－6） 6，230円

馬 連 �� 63，700円 馬 単 �� 103，850円

ワ イ ド �� 17，780円 �� 1，200円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 53，150円 3 連 単 ��� 558，180円

票 数

単勝票数 計 452299 的中 � 13174（8番人気）
複勝票数 計 678337 的中 � 27517（8番人気）� 6844（12番人気）� 183582（1番人気）
枠連票数 計 332976 的中 （4－6） 4136（22番人気）
馬連票数 計1589811 的中 �� 1934（72番人気）
馬単票数 計 733922 的中 �� 530（139番人気）
ワイド票数 計 618884 的中 �� 875（80番人気）�� 13769（11番人気）�� 4341（34番人気）
3連複票数 計1737736 的中 ��� 2452（121番人気）
3連単票数 計2740895 的中 ��� 356（955番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―30．1―43．0―55．7―1：08．3―1：20．3―1：32．4―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーバンレジェンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Awesome Again デビュー 2013．2．2 京都1着

2010．3．9生 牝4栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 14戦4勝 賞金 47，364，000円

１レース目



3110711月30日 曇 稍重 （26京都5）第9日 第11競走 ��
��1，400�オータムリーフステークス

発走15時30分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

713� サトノプリンシパル 牡4鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida B554＋ 41：22．0 4．7�

816 ナガラオリオン 牡5鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 470± 01：22．95 3．9�
48 メイショウノーベル 牡5栗 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 508＋ 21：23．0	 25．0�
612 タイセイファントム 牡6鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 460＋ 6 〃 ハナ 9．8�
59 � ダノンレジェンド 牡4黒鹿56 高倉 稜�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC B458＋ 4 〃 ハナ 5．5�
11 
 ニシケンモノノフ 牡3栗 55 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 500＋ 8 〃 ハナ 12．8	
12 ナリタスーパーワン 牡5鹿 56 三浦 皇成�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 6 〃 クビ 6．8

35 ドレッドノート �6栗 56 太宰 啓介�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480± 01：23．21� 30．2�
611 グラッツィア 牡6鹿 57 田中 勝春山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490－ 21：23．41� 25．8
36 
 サクラレグナム 牡5栗 56 W．ビュイック �さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 502－101：23．5 21．8�

（英）

23 ネオザウイナー 牡6青鹿56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 61：23．6クビ 108．7�

815 スズカロジック 牡6栗 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 518＋ 21：23．7	 51．6�
510 キ ラ ウ エ ア 牡7黒鹿56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 ハナ 112．3�
714 トウショウカズン 牡7鹿 58 和田 竜二トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 540＋121：24．44 63．9�
47 アスコットシチー 牡5栗 56 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 478＋ 81：24．93 18．8�
24 テイエムオオタカ 牡6鹿 58 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 486＋ 41：26．28 45．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，354，300円 複勝： 88，696，000円 枠連： 52，160，700円
馬連： 222，844，500円 馬単： 100，146，400円 ワイド： 87，565，000円
3連複： 287，627，500円 3連単： 445，354，300円 計： 1，345，748，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 160円 � 580円 枠 連（7－8） 1，110円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，030円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 41，790円

票 数

単勝票数 計 613543 的中 � 102557（2番人気）
複勝票数 計 886960 的中 � 120479（3番人気）� 172495（1番人気）� 29568（9番人気）
枠連票数 計 521607 的中 （7－8） 36173（2番人気）
馬連票数 計2228445 的中 �� 136645（2番人気）
馬単票数 計1001464 的中 �� 27633（4番人気）
ワイド票数 計 875650 的中 �� 42736（2番人気）�� 10689（26番人気）�� 10819（25番人気）
3連複票数 計2876275 的中 ��� 23036（26番人気）
3連単票数 計4453543 的中 ��� 7726（108番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．3―11．6―12．0―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．3
3 9，13＝（1，7）12（8，14）3（2，6，16）－（5，11）4，15，10 4 ・（9，13）＝（1，7）（8，12）（14，16）3（2，6）（5，11）－15（4，10）

勝馬の
紹 介

�サトノプリンシパル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．1．5 京都7着

2010．5．1生 牡4鹿 母 Toroca 母母 Grand Falls 20戦5勝 賞金 114，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の27頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キズマ号
（非抽選馬）26頭 アピア号・オリービン号・カオスモス号・キョウワダッフィー号・クッカーニャ号・コウヨウアレス号・

サトノルパン号・サンディエゴシチー号・シャイニーホーク号・スリーボストン号・セイカプリコーン号・
トーセンベニザクラ号・ニシノビークイック号・フォーエバーマーク号・プリムラブルガリス号・
プリンセスメモリー号・フレデフォート号・マイネルディアベル号・マイネルバイカ号・マルカフリート号・
ムーンリットレイク号・メイショウヤタロウ号・ラインブラッド号・リアライズキボンヌ号・レッドレイヴン号・
ロングロウ号

※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。

3110811月30日 曇 良 （26京都5）第9日 第12競走 ��
��1，200�第59回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走16時20分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 672，000円 192，000円 96，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 アンバルブライベン 牝5鹿 54 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：08．3 11．3�
816 サドンストーム 牡5栗 56 秋山真一郎 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－ 21：08．51	 35．3�
612 サカジロロイヤル 牡6黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 520＋ 2 〃 クビ 87．6�
11 エピセアローム 牝5栃栗54 W．ビュイック 吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：08．6クビ 6．7�

（英）

59 ブルーデジャブ 
7芦 56 国分 恭介 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 516＋ 21：08．7� 115．4�

35 ワキノブレイブ 牡4青鹿56 内田 博幸脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 494± 01：08．8� 6．9	
23 セイコーライコウ 牡7鹿 57 丸山 元気竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 494＋ 8 〃 ハナ 16．8

12 � ヘニーハウンド 牡6栗 56 菱田 裕二林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 506± 01：09．01	 12．9�
24 レッドオーヴァル 牝4鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 438－ 41：09．21	 2．7�
611 ブランダムール 牝5栗 54 藤田 伸二日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 464＋ 4 〃 クビ 159．6�
510 アースソニック 牡5鹿 56 四位 洋文前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 484－ 2 〃 ハナ 37．0�
818 スマートオリオン 牡4栗 56 田中 勝春大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 504＋ 81：09．3クビ 30．6�
817 サクラアドニス 牡6黒鹿56 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 466－ 6 〃 クビ 117．8�
715 ローブティサージュ 牝4青 54 三浦 皇成 シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 41：09．4クビ 7．5�
48 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 466－ 21：09．5� 24．1�
714 スギノエンデバー 牡6鹿 56 小牧 太杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 458－ 4 〃 ハナ 28．3�
36 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 488± 01：09．6� 57．7�
713 ニ ザ エ モ ン 牡6黒鹿56 幸 英明小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 468± 0 〃 ハナ 42．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 159，364，900円 複勝： 195，819，000円 枠連： 118，779，400円 馬連： 492，885，700円 馬単： 227，636，300円
ワイド： 205，940，000円 3連複： 674，137，100円 3連単： 1，111，186，600円 5重勝： 718，091，100円 計： 3，903，840，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 440円 � 990円 � 1，800円 枠 連（4－8） 5，090円

馬 連 �� 29，400円 馬 単 �� 51，340円

ワ イ ド �� 8，680円 �� 7，520円 �� 21，560円

3 連 複 ��� 333，950円 3 連 単 ��� 2，029，240円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／京都11R／東京11R／京都12R

キャリーオーバー なし����� 125，665，940円

票 数

単勝票数 計1593649 的中 � 112505（5番人気）
複勝票数 計1958190 的中 � 129310（5番人気）� 50857（12番人気）� 27021（15番人気）
枠連票数 計1187794 的中 （4－8） 18080（19番人気）
馬連票数 計4928857 的中 �� 12992（77番人気）
馬単票数 計2276363 的中 �� 3325（136番人気）
ワイド票数 計2059400 的中 �� 6132（78番人気）�� 7085（73番人気）�� 2457（127番人気）
3連複票数 計6741371 的中 ��� 1514（522番人気）
3連単票数 計11111866 的中 ��� 397（2929番人気）
5重勝票数 計7180911 的中 ����� 4

ハロンタイム 12．4―11．2―11．1―11．0―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―34．7―45．7―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．6
3 ・（7，12）（1，13，18）（5，10）（3，14）（16，17）（2，15）（4，6，8，11）9 4 ・（7，12）13（1，18）5（3，10）16（2，14，17）15（4，11）（6，8）9

勝馬の
紹 介

アンバルブライベン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー 2012．1．8 京都2着

2009．2．17生 牝5鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール 24戦7勝 賞金 142，301，000円
〔発走状況〕 ローブティサージュ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 アースソニック号の騎手四位洋文は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・15番・17

番）
ブルーデジャブ号の騎手国分恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔調教再審査〕 ローブティサージュ号は，発走調教再審査。
※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。

３レース目 ５レース目



（26京都5）第9日 11月30日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

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

268，680，000円
12，280，000円
2，370，000円
24，580，000円
69，590，500円
5，612，600円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
539，951，100円
793，941，600円
363，592，600円
1，473，610，400円
780，876，100円
667，960，400円
1，912，956，000円
3，145，880，300円
718，091，100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 10，396，859，600円

総入場人員 35，112名 （有料入場人員 31，659名）



平成26年度 第5回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，504頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，406，400，000円
6，240，000円
101，030，000円
25，400，000円
217，300，000円
586，638，500円
44，310，200円
14，438，400円

勝馬投票券売得金
5，294，075，700円
8，033，990，400円
3，456，485，600円
14，497，489，200円
7，663，077，100円
6，167，608，300円
18，821，350，400円
33，984，716，500円
3，777，205，400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 101，695，998，600円

総入場延人員 231，597名 （有料入場延人員 207，319名）
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