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２８０４９１０月１４日 晴 良 （２４京都４）第５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

８１１ ワンダーアベニール 牡２鹿 ５５ 和田 竜二山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ
アーム ４８８－ ２１：２７．３ １．８�

３３ タイムアラウド 牡２鹿 ５５ 国分 恭介有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２± ０１：２７．７２� ６．５�

７８ マキオボーラー 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介阪口 享氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 ４５０＋ ６ 〃 クビ ４３．３�
１１ フミノファルコン 牡２黒鹿５５ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 ５４６＋ ４１：２７．９１� ４．１�
２２ エルフショット 牡２青鹿 ５５

５２ ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４８６＋２０ 〃 クビ ２４．３�

５５ ハローヘイロー 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 ４７６－ ２１：２８．１１ ９２．５�
４４ ティマイドリーム 牡２鹿 ５５ 幸 英明田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 ４８８＋ ２１：２８．２� ９．４	
６７ ディアストライカー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７２－ ８ 〃 ハナ ２４．４

７９ ノーザンハリアー �２芦 ５５ 川田 将雅岡田 牧雄氏 清水 久詞 むかわ 渡辺 隆 ４４６± ０１：２８．３� １３．９�
６６ サワヤカハンサム 牡２栗 ５５

５２ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３２＋ ８１：２８．７２� １３６．０�
８１０ シゲルサンカクザ 牡２栗 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 中央牧場 ４３０＋１６１：２９．０２ １９３．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，２６８，１００円 複勝： ３２，１４４，５００円 枠連： ７，７３１，４００円

馬連： ３２，６４０，４００円 馬単： ２６，９９７，０００円 ワイド： １５，８２１，６００円

３連複： ４７，０４１，１００円 ３連単： ９２，３９５，９００円 計： ２７０，０４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ６４０円 枠 連（３－８） ４９０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ８７０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ３，５３０円 ３ 連 単 ��� ９，７１０円

票 数

単勝票数 計 １５２６８１ 的中 � ６７０１２（１番人気）
複勝票数 計 ３２１４４５ 的中 � １６５２５８（１番人気）� ４０４３５（３番人気）� ５７８９（８番人気）
枠連票数 計 ７７３１４ 的中 （３－８） １１７５２（２番人気）
馬連票数 計 ３２６４０４ 的中 �� ４８４７９（２番人気）
馬単票数 計 ２６９９７０ 的中 �� ２９１２７（２番人気）
ワイド票数 計 １５８２１６ 的中 �� ２３５６１（２番人気）�� ３９７６（１１番人気）�� １９９６（１９番人気）
３連複票数 計 ４７０４１１ 的中 ��� ９８５６（１２番人気）
３連単票数 計 ９２３９５９ 的中 ��� ７０２５（２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．２―１２．４―１２．６―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．３―４８．７―１：０１．３―１：１４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．６
３ ・（４，１１）７（３，６，９）１，２，５－８，１０ ４ ・（４，１１）７（３，９）６，２（１，５）－８，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワンダーアベニール �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１２．１０．１ 阪神３着

２０１０．４．１４生 牡２鹿 母 カルミナブラーナ 母母 シヤトーダンサー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

２８０５０１０月１４日 晴 良 （２４京都４）第５日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

６９ ウインプリメーラ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム ４３８± ０１：３４．９ ２．１�

５６ � エーシンマックス 牡２栗 ５５ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud ４９４－ ６１：３５．１１� ５．１�

４５ ダンツカナリー 牝２青鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 ４５６＋１２１：３５．３１� ５．０�
８１２ ポセイドンバローズ 牡２栗 ５５ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 ４５０＋ ６１：３５．８３ ６．５�
３３ コウエイキズナ 牝２栗 ５４ 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 ４１２＋ ４ 〃 クビ １５７．１�
４４ テイエムダイエース 牡２鹿 ５５ 川田 将雅竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 松本牧場 ４５６－ ６１：３５．９クビ １９．４�
８１３ ブレークビーツ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム ４５２－ ８ 〃 ハナ ２３．１	
７１０ シゲルコンパスザ 牡２鹿 ５５ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ６１：３６．１１� １３７．０

６８ マッシヴビクトリー 牡２黒鹿５５ 小牧 太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ６６．８�
２２ アクメバイオ 牝２鹿 ５４ 酒井 学バイオ� 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ２３．８�
５７ イノベーション 牡２黒鹿５５ 浜中 俊前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４８２－ ８１：３６．４１� ２５．４
１１ シゲルオオクマザ 牡２栗 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 清水 小野瀬 晃司 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ２１４．４�
７１１ シゲルリブラ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 ４３０± ０１：３６．９３ １７８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，２４５，１００円 複勝： ３２，８８４，５００円 枠連： ９，９１９，８００円

馬連： ３５，５９１，７００円 馬単： ２９，７０１，３００円 ワイド： １８，６９０，３００円

３連複： ５４，０８２，２００円 ３連単： ９８，３７８，４００円 計： ２９６，４９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（５－６） ３３０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ２，３９０円

票 数

単勝票数 計 １７２４５１ 的中 � ６７６２０（１番人気）
複勝票数 計 ３２８８４５ 的中 � １２４２８２（１番人気）� ４７６１１（２番人気）� ４２２４７（４番人気）
枠連票数 計 ９９１９８ 的中 （５－６） ２２３１６（１番人気）
馬連票数 計 ３５５９１７ 的中 �� ６０３３９（１番人気）
馬単票数 計 ２９７０１３ 的中 �� ３５０４５（１番人気）
ワイド票数 計 １８６９０３ 的中 �� ３０３６４（１番人気）�� １８６６８（３番人気）�� ８９８３（４番人気）
３連複票数 計 ５４０８２２ 的中 ��� ５９７１６（２番人気）
３連単票数 計 ９８３７８４ 的中 ��� ３０４９９（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．４―４７．２―５９．２―１：１１．１―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

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２黒鹿 母 エリモプリティー 母母 ストックスアップ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

第４回 京都競馬 第５日



２８０５１１０月１４日 晴 良 （２４京都４）第５日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

１１ タマノペルセウス 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 ５１０－ ６１：５５．６ ３５．２�

８１２ ナムラドキョウ 牡２芦 ５５ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 ４９４＋ ２１：５５．８１� ５０．４�
６８ ショウナンアズサ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 ５０２＋ ２１：５５．９クビ １４．０�
４４ マイネルハルカゼ 牡２鹿 ５５ N．ピンナ �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 ４６６± ０１：５６．０� １４８．８�
（伊）

５６ スターソード 牡２鹿 ５５ 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４８４＋ ４１：５６．１クビ １５．１�
２２ ワイルドアンセム 牡２鹿 ５５ 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ４８６＋ ２１：５６．５２� ２．１�
８１３ タガノギャラクシー 牡２鹿 ５５ 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１４－ ６１：５６．６� ２．８	
６９ シ ュ ミ ッ ト 牡２芦 ５５ 横山 典弘杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ７．８

５７ サンデーミノル 牡２鹿 ５５ 川田 将雅吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４８２－ ６１：５７．２３� １０６．９�
４５ ミラクルルーマー 牡２芦 ５５ 国分 優作阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５１６－ ６１：５７．４１� ２４５．０�
３３ ウインアルカディア 牡２栗 ５５ 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 ４８８＋ ６１：５８．５７ １６．８
７１０ ブラックユニバンス 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６０＋１４ 〃 アタマ ３４０．２�
７１１	 ヴ レ ロ ワ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Management B５１２－ ６１：５９．０３ ４１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，４４１，７００円 複勝： ３５，２４３，５００円 枠連： １３，２９２，２００円

馬連： ４７，２０６，０００円 馬単： ３４，４０７，９００円 ワイド： ２４，１１６，４００円

３連複： ６４，４２３，３００円 ３連単： １１４，３０５，４００円 計： ３５６，４３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５２０円 複 勝 � ９９０円 � ７６０円 � ４９０円 枠 連（１－８） ６，９８０円

馬 連 �� ５４，１９０円 馬 単 �� １４９，３８０円

ワ イ ド �� １１，３１０円 �� ４，８１０円 �� ５，４２０円

３ 連 複 ��� １６３，３９０円 ３ 連 単 ��� １，３１８，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２３４４１７ 的中 � ５２５５（７番人気）
複勝票数 計 ３５２４３５ 的中 � ９０６５（８番人気）� １２１３６（７番人気）� １９８５８（６番人気）
枠連票数 計 １３２９２２ 的中 （１－８） １４０６（１５番人気）
馬連票数 計 ４７２０６０ 的中 �� ６４３（５１番人気）
馬単票数 計 ３４４０７９ 的中 �� １７０（１０４番人気）
ワイド票数 計 ２４１１６４ 的中 �� ５２２（５０番人気）�� １２３８（３０番人気）�� １０９７（３４番人気）
３連複票数 計 ６４４２３３ 的中 ��� ２９１（１４６番人気）
３連単票数 計１１４３０５４ 的中 ��� ６４（９５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１３．６―１３．５―１３．４―１２．７―１２．８―１３．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３７．４―５０．９―１：０４．３―１：１７．０―１：２９．８―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマノペルセウス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．１０．１ 阪神１１着

２０１０．２．７生 牡２鹿 母 ピサノノゾミ 母母 アワマジックストーム ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。

２８０５２１０月１４日 晴 良 （２４京都４）第５日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１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

１：２０．７
１：２０．３

良

良

８１１ ハドソンシチー 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４４２ ―１：２３．２ １６．３�

５５ サダムコーテイ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸大西 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 ５００ ―１：２３．４１� ３．６�

１１ � エーシンレンジャー 牡２栗 ５５ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney ５１０ ― 〃 クビ ２．３�
２２ リオグランデ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ―１：２３．６１� ５．２�
６７ ヤマノレガロ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４６ ―１：２３．７� ５４．９�
８１２ スズカアドニス 牡２栗 ５５ 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 ４６６ ―１：２３．８� ４２．６	
６８ セルリアンプラウド 	２鹿 ５５ 国分 優作�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 ４９６ ―１：２３．９クビ １０３．８

７１０ ポ ロ タ ン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４４０ ―１：２４．０
 ２６．２�
４４ キ チ 牡２栗 ５５ 武 豊飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム ４５８ ―１：２４．３２ １５．０�
７９ � シゲルスコピウス 牡２鹿 ５５ 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 Corey Miller &

Christine Miller ５０８ ―１：２４．５１� １０．２
３３ パープルシャイン 牡２栗 ５５ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 ４５２ ―１：２４．７１� １１２．８�
５６ バードバーニング 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４４ ― 〃 アタマ ３７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，３２６，６００円 複勝： ２３，３３７，４００円 枠連： １０，６２４，４００円

馬連： ３３，９６９，４００円 馬単： ３０，２５７，５００円 ワイド： １７，３３８，８００円

３連複： ４６，４４３，０００円 ３連単： ８３，９２２，８００円 計： ２６６，２１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（５－８） １，８１０円

馬 連 �� ３，４９０円 馬 単 �� １０，６００円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ５８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� ２８，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２０３２６６ 的中 � ９８８４（６番人気）
複勝票数 計 ２３３３７４ 的中 � １４５８４（６番人気）� ４９８８５（２番人気）� ６８６６９（１番人気）
枠連票数 計 １０６２４４ 的中 （５－８） ４３４８（８番人気）
馬連票数 計 ３３９６９４ 的中 �� ７１９７（１２番人気）
馬単票数 計 ３０２５７５ 的中 �� ２１０７（３０番人気）
ワイド票数 計 １７３３８８ 的中 �� ４３７４（９番人気）�� ６６６９（７番人気）�� ２５２９７（１番人気）
３連複票数 計 ４６４４３０ 的中 ��� １５９８４（５番人気）
３連単票数 計 ８３９２２８ 的中 ��� ２１４９（８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．１―１２．２―１１．９―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．７―４７．９―５９．８―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハドソンシチー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２０１０．３．９生 牡２黒鹿 母 イソノフォーティ 母母 イソノルーブル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ハドソンシチー号の騎手水口優也は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）



２８０５３１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

２：００．７
１：５９．９

良

良

２２ トウシンモンステラ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７２ ―２：０３．７ ３６．１�

４４ タニノタキシード 牡２黒鹿５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４６６ ― 〃 クビ ３．１�
１１ テーオークリスエス 牡２鹿 ５５ 浜中 俊小笹 公也氏 須貝 尚介 日高 ヤナガワ牧場 ５０８ ―２：０３．９１� １１．８�
４５ シャイニーハーツ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 ４６４ ―２：０４．１� ６６．０�
６８ マイネルマエストロ 牡２青鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム ４８２ ― 〃 ハナ ３７．１�
５７ シ ン ネ ン 牡２栗 ５５ 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 ４８０ ―２：０４．２� ７．９�
３３ トウケイムーン 牡２栗 ５５ 岩田 康誠木村 信彦氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７４ ―２：０４．６２� ２．７	
６９ 	 ヴードゥーフェスト 牡２青鹿５５ 小牧 太 
社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration ５３０ ―２：０４．８１� ２６．８�
８１２ ブロードソード 牡２黒鹿５５ N．ピンナ 
キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９６ ―２：０５．０� ５．９�

（伊）

７１０ ニホンピロマイティ 牡２黒鹿５５ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４５６ ―２：０５．７４ ６７．５
５６ タガノチャングン 牡２鹿 ５５ 国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１８ ― 〃 ハナ １５０．６�
７１１ レニンフェア 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 
社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２４ ―２：０５．９１� ２１．８�
８１３ バ ラ デ ィ ア 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１６ ―２：０６．７５ ２３４．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，５１６，４００円 複勝： ３０，８１２，０００円 枠連： １０，９４０，７００円

馬連： ４７，６１９，３００円 馬単： ３４，６０１，５００円 ワイド： ２１，７２８，９００円

３連複： ６０，７４６，０００円 ３連単： １０４，４６８，５００円 計： ３３７，４３３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６１０円 複 勝 � ７７０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ６，３９０円

馬 連 �� ５，６５０円 馬 単 �� １６，６３０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� ２，７６０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １５，５７０円 ３ 連 単 ��� １４７，７００円

票 数

単勝票数 計 ２６５１６４ 的中 � ５８０３（８番人気）
複勝票数 計 ３０８１２０ 的中 � ８４２２（９番人気）� ５９０９１（２番人気）� ２３８１３（５番人気）
枠連票数 計 １０９４０７ 的中 （２－４） １２６４（２３番人気）
馬連票数 計 ４７６１９３ 的中 �� ６２３１（１８番人気）
馬単票数 計 ３４６０１５ 的中 �� １５３６（４５番人気）
ワイド票数 計 ２１７２８９ 的中 �� ３２０３（２０番人気）�� １８８６（３１番人気）�� ６３７０（８番人気）
３連複票数 計 ６０７４６０ 的中 ��� ２８８０（４５番人気）
３連単票数 計１０４４６８５ 的中 ��� ５２２（３３９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１３．８―１３．２―１３．１―１２．８―１１．９―１１．６―１０．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３８．４―５１．６―１：０４．７―１：１７．５―１：２９．４―１：４１．０―１：５１．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トウシンモンステラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．２．１３生 牡２黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 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。

２８０５４１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００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

１：２１．９
１：２１．５

重

不良

１１ � キモンレッド 牝４栗 ５５ 川田 将雅小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 ４６６－ ２１：２４．３ ５．４�

５６ プントバンコ 牝４青鹿５５ 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４６０＋ ４１：２４．７２� ３．５�
４４ デアリングプライド 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４ 〃 ハナ ４．６�
３３ アルティメイト 牝３青鹿 ５３

５０ ▲水口 優也アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４３４＋ ４１：２５．１２� ６７．６�
７１０ ユウキマリアッチ 牝４鹿 ５５ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５０２＋１０１：２５．２� ９．５�
７９ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 酒井 学久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４５４＋ ４１：２５．４１� ６６．３�
５５ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５ 福永 祐一折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ５０６＋ ６１：２５．５クビ １１．０	
８１２ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５３ 国分 優作�大野商事 鹿戸 明 新冠 
渡 信義 ４５０－ ４１：２５．７１ ５．９�
６８ プ リ ュ ム 牝３栗 ５３ 石橋 脩 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４６＋１２ 〃 アタマ ７．１�
８１１ インテンシティ 牝３栗 ５３ 国分 恭介 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ６１：２６．０２ ９３．３
２２ トーアシシイ 牝４栗 ５５ 松岡 正海高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４９２＋ ８１：２６．４２� ６２．１�
６７ ビコースピカ 牝３鹿 ５３ 小林慎一郎�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 ３８６－ ６１：２９．４大差 ２４２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，５１６，７００円 複勝： ３５，６９０，６００円 枠連： １１，７３０，８００円

馬連： ４６，８８９，４００円 馬単： ３０，４５５，６００円 ワイド： ２３，２３２，３００円

３連複： ６２，２４５，８００円 ３連単： １０７，８４８，８００円 計： ３３７，６１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（１－５） ５２０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ５１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ７，９００円

票 数

単勝票数 計 １９５１６７ 的中 � ２８６１７（３番人気）
複勝票数 計 ３５６９０６ 的中 � ６０３３９（２番人気）� ７９３１２（１番人気）� ５４０２６（３番人気）
枠連票数 計 １１７３０８ 的中 （１－５） １６７０８（１番人気）
馬連票数 計 ４６８８９４ 的中 �� ４７０９７（１番人気）
馬単票数 計 ３０４５５６ 的中 �� １３８３０（２番人気）
ワイド票数 計 ２３２３２３ 的中 �� ２００１１（１番人気）�� １０５９１（７番人気）�� １６８４８（２番人気）
３連複票数 計 ６２２４５８ 的中 ��� ３１３６８（２番人気）
３連単票数 計１０７８４８８ 的中 ��� １００７７（７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．９―１２．２―１２．３―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．９―４７．１―５９．４―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キモンレッド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタイアフェアー （１戦０勝 賞金 ０円）

２００８．５．７生 牝４栗 母 オイワケトモエ 母母 シートゥシャイニングシー ２３戦２勝 賞金 ３３，５２０，０００円
地方デビュー ２０１０．５．２７ 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビコースピカ号は，平成２４年１２月１４日まで平地競走に出走できない。



２８０５５１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第７競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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 ７，２００，０００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

１：５３．７
１：５３．７

不良

不良

４４ エイコーンパス 牡３栗 ５５ 田辺 裕信吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋１０２：００．４ ６．４�

６７ キクノエクレール 牡３青 ５５ 川島 信二菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ５．２�
７９ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５３６＋１６２：００．６１� ４．８�
７１０ スペシャルザダイヤ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９０－ ４２：００．９２ ６．６�
８１１ ワンダーバライル 牡５芦 ５７

５４ ▲水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 ４９４± ０ 〃 アタマ １９３．７�
８１２ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９０＋ ２２：０１．２１� ２０．１�
３３ チェスナットバロン 牡３栗 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス	 村山 明 安平 ノーザンファーム ５７２＋１２２：０１．３クビ ３６．９

５６ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 幸 英明中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １１．２�
６８ アンリミテッドピサ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ８２：０１．４クビ １０．５�
５５ トウショウヘイロー 牡３鹿 ５５ 小牧 太トウショウ産業	 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０＋ ８２：０１．６１ ４．１
１１ アムールクエスト 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６４＋１０２：０１．７� ８３．８�
２２ ケイアイスピリット 牡３鹿 ５５ 内田 博幸 	啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 B４８０＋ ８２：０３．２９ ４４．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，７９３，８００円 複勝： ３２，２６６，８００円 枠連： １５，５４１，３００円

馬連： ５０，１３８，３００円 馬単： ３０，８５４，４００円 ワイド： ２２，５３１，７００円

３連複： ６７，１５７，６００円 ３連単： １０６，４１４，４００円 計： ３４５，６９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（４－６） １，４７０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ６００円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 ��� １５，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２０７９３８ 的中 � ２５９２５（４番人気）
複勝票数 計 ３２２６６８ 的中 � ４３６８９（４番人気）� ４７７２０（３番人気）� ５１３８４（１番人気）
枠連票数 計 １５５４１３ 的中 （４－６） ７８２２（７番人気）
馬連票数 計 ５０１３８３ 的中 �� ２１２５６（１０番人気）
馬単票数 計 ３０８５４４ 的中 �� ７０７９（１５番人気）
ワイド票数 計 ２２５３１７ 的中 �� １０４１０（５番人気）�� ９１６７（１０番人気）�� ９９９５（６番人気）
３連複票数 計 ６７１５７６ 的中 ��� １９３４９（７番人気）
３連単票数 計１０６４１４４ 的中 ��� ５０４９（４０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．９―１３．６―１３．１―１３．０―１２．９―１２．４―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．１―３０．０―４３．６―５６．７―１：０９．７―１：２２．６―１：３５．０―１：４７．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイコーンパス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．２．１８ 京都２着

２００９．３．２６生 牡３栗 母 エイコーンリング 母母 サンデーエイコーン ８戦２勝 賞金 １８，２２０，０００円

２８０５６１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１４ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５５ 四位 洋文 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４９２＋ ２１：５３．０ ６．１�

６１２ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５３ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ４１：５３．１� ４．９�
４８ � ベストサーパス 牡３栗 ５５ 内田 博幸小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc ４９６＋１２１：５３．８４ ５．８�
２３ 	 タイガースラム 
６栗 ５７ 秋山真一郎吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５９０＋１８ 〃 クビ １８．７�
８１６ ジャニアリシックス 牡４栗 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４８＋ ６ 〃 ハナ ２６．３�
１２ メイショウスクラム 牡６鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ５００± ０１：５４．０１� ３８．１�
２４ ワンダープリマ 牝６鹿 ５５

５２ ▲水口 優也山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４７２＋１２１：５４．１クビ ２２５．４�
３５ 	 ホーマンベルウィン 牡４黒鹿５７ 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ １３．３	
１１ ドリームアライブ 
６黒鹿５７ 福永 祐一前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４± ０１：５４．４２ １８．１

７１３ エクセルフラッグ 牡５鹿 ５７ 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５２２＋ ６１：５４．８２� ２２９．９�
３６ サカジロゴールド 牡４鹿 ５７ 国分 優作ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５２６＋ ８１：５４．９� ５４．０�
５９ シルクターンベリー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋１８１：５５．１１� ４５．８
５１０ アドマイヤレイ 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ４ 〃 アタマ ２．５�
８１５	 サンレイハスラー 牡６鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５１０＋ ４１：５５．２� ３８１．５�
６１１ ブリリアントシチー 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５３６＋ ６１：５５．３クビ １７９．９�
４７ 	 テーオーマグナム 牡７鹿 ５７ 竹之下智昭小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ５０４＋１４１：５５．８３ ２８６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４２９，２００円 複勝： ３９，４９６，１００円 枠連： １５，０８９，７００円

馬連： ６４，２９８，０００円 馬単： ３９，１７８，０００円 ワイド： ２９，５９０，２００円

３連複： ８４，０７０，９００円 ３連単： １３９，９６０，６００円 計： ４３８，１１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（６－７） １，６５０円

馬 連 �� １，６９０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ７１０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� １６，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２６４２９２ 的中 � ３４５３３（４番人気）
複勝票数 計 ３９４９６１ 的中 � ５７７４２（４番人気）� ５９０２９（２番人気）� ５７７５７（３番人気）
枠連票数 計 １５０８９７ 的中 （６－７） ６７８８（７番人気）
馬連票数 計 ６４２９８０ 的中 �� ２８２０４（５番人気）
馬単票数 計 ３９１７８０ 的中 �� ７９６３（１４番人気）
ワイド票数 計 ２９５９０２ 的中 �� １３２３０（５番人気）�� １０００４（７番人気）�� １６４９９（３番人気）
３連複票数 計 ８４０７０９ 的中 ��� ２５１１６（５番人気）
３連単票数 計１３９９６０６ 的中 ��� ６３７４（３６番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．２―１４．０―１３．２―１２．７―１２．０―１２．０―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．９―３８．９―５２．１―１：０４．８―１：１６．８―１：２８．８―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンヌーヴォー �
�
父 Cherokee Run �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１２．２５ 阪神３着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline １０戦３勝 賞金 ２７，２００，０００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 エンジョイタイム号



２８０５７１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走１４時２５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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７８ ラシンティランテ 牝３栗 ５３ 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：４７．４ ７．１�

７９ フレイムコード 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４７４＋１４１：４７．７１� ７．５�
２２ サンマルクイーン 牝３栗 ５３ 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B４５４＋ ４ 〃 クビ １６．３�
６７ ニシノテキーラ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４６８＋ ４１：４７．８クビ ４９．７�
６６ マ イ ネ マ オ 牝４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 須崎牧場 ５１４± ０ 〃 アタマ １２．０�
４４ アマファソン 牝５黒鹿５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ８ 〃 アタマ ２７．２	
８１０ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２４± ０１：４７．９� ２２．３

１１ ビッグスマイル 牝４黒鹿５５ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４６０＋１４ 〃 ハナ ６．１�
５５ アナスタシアブルー 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：４８．０� １．８�
８１１ スペシャルピース 牝４栗 ５５ 酒井 学�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ １８９．１
３３ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 太宰 啓介飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４６２＋ ２１：４８．２１ ２７８．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，２９５，５００円 複勝： ６２，４６１，３００円 枠連： ２１，１４３，１００円

馬連： ９４，７７９，３００円 馬単： ６３，３４９，６００円 ワイド： ３６，３０２，１００円

３連複： １１３，１９６，８００円 ３連単： ２３３，５９７，４００円 計： ６６４，１２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２４０円 � ２６０円 � ４５０円 枠 連（７－７） ２，０７０円

馬 連 �� １，９１０円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，３８０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ６，６８０円 ３ 連 単 ��� ３６，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３９２９５５ 的中 � ４４１２６（３番人気）
複勝票数 計 ６２４６１３ 的中 � ７６６６９（２番人気）� ６７５７７（４番人気）� ３２３９５（７番人気）
枠連票数 計 ２１１４３１ 的中 （７－７） ７５５４（８番人気）
馬連票数 計 ９４７７９３ 的中 �� ３６７５８（８番人気）
馬単票数 計 ６３３４９６ 的中 �� １２２７９（１２番人気）
ワイド票数 計 ３６３０２１ 的中 �� １４７２４（６番人気）�� ６２８２（１９番人気）�� ９０１２（１３番人気）
３連複票数 計１１３１９６８ 的中 ��� １２５２４（２４番人気）
３連単票数 計２３３５９７４ 的中 ��� ４７０９（１２６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．１―１２．５―１２．６―１２．１―１１．３―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．３―４８．８―１：０１．４―１：１３．５―１：２４．８―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．９
３ ・（２，９）（６，１０）（７，１１）（１，８）（３，５）４ ４ ・（２，９）（６，１０，１１）７（１，８）（３，５）４

勝馬の
紹 介

ラシンティランテ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．８．２１ 札幌１着

２００９．３．１４生 牝３栗 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー ９戦３勝 賞金 ３３，０５８，０００円

２８０５８１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

さ ん ね ん ざ か

三 年 坂 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：３１．８
１：３０．７

良

良

７１０ セイルラージ 牡５鹿 ５７ 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 ４７２± ０１：３３．３ ３．４�

１１ カピオラニパレス 牡４芦 ５７ 田辺 裕信横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ５２０＋ ８１：３３．５１� ２６．４�
４４ プレミアムブルー 牡３栗 ５５ 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 ４７４－ ８ 〃 クビ ３．３�
３３ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４８８＋ ４１：３３．６クビ ４０．４�
８１１ ヴァリアシオン 牡３鹿 ５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ ６．０�
５６ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５７ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４８６＋ ８１：３３．９２ ３５．６	
６８ メイショウサバト 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義松本 好
氏 荒川 義之 浦河 浦河日成牧場 ４６２－ ４１：３４．０クビ ５１．１�
８１２ デンコウジュピター 牡４鹿 ５７ 武 豊田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４９６－１０１：３４．１� ３．７�
６７ キョウエイアシュラ 牡５鹿 ５７ N．ピンナ 田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６６＋ ２１：３４．３１	 ７４．５

（伊）

７９ メルシーサイレンス 牡５栗 ５７ 小林 徹弥永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４９０＋２４１：３４．５１ ３１１．８�
２２ ヒカルマイソング 
３栗 ５５ 福永 祐一高橋 光氏 岡田 稲男 登別 青藍牧場 ４９０－１０ 〃 クビ １２．３�
５５ テーオールネサンス 牝５鹿 ５５ 浜中 俊小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０１：３５．１３� ７１．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，０６０，４００円 複勝： ４１，９１５，６００円 枠連： ２１，５４０，７００円

馬連： １０２，１３２，１００円 馬単： ６０，２８５，４００円 ワイド： ３１，４１３，６００円

３連複： １１６，１９５，４００円 ３連単： ２４８，８８４，０００円 計： ６５３，４２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（１－７） ４，９１０円

馬 連 �� ５，２４０円 馬 単 �� ９，４２０円

ワ イ ド �� １，３１０円 �� ２８０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ３６，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３１０６０４ 的中 � ７３３８６（２番人気）
複勝票数 計 ４１９１５６ 的中 � １１９７９２（１番人気）� ２２６３２（６番人気）� ８２４１６（２番人気）
枠連票数 計 ２１５４０７ 的中 （１－７） ３２４３（１７番人気）
馬連票数 計１０２１３２１ 的中 �� １４４００（１６番人気）
馬単票数 計 ６０２８５４ 的中 �� ４７２４（２７番人気）
ワイド票数 計 ３１４１３６ 的中 �� ５３１７（１５番人気）�� ３２３９８（１番人気）�� ９３１１（９番人気）
３連複票数 計１１６１９５４ 的中 ��� １８４７５（１３番人気）
３連単票数 計２４８８８４０ 的中 ��� ５０２６（１０８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１１．９―１１．６―１１．５―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．８―４６．７―５８．３―１：０９．８―１：２１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．０
３ ３，５－４（２，６）１１－１０－１，８（７，１２）９ ４ ３，５（４，６）－（２，１１）１０，１２（７，１）８，９

勝馬の
紹 介

セイルラージ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．２２ 京都２着

２００７．２．１３生 牡５鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス １８戦４勝 賞金 ６２，７２０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



２８０５９１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第１１競走 ��
��２，０００�第１７回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ８９，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，９００，０００円
付 加 賞 ３，７８０，０００円 １，０８０，０００円 ５４０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：５６．８
１：５６．１
１：５８．１

良

良

良

７１４ ジェンティルドンナ 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２２：００．４ １．３�

１１ ヴィルシーナ 牝３青 ５５ 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 ハナ ６．１�
１２ アロマティコ 牝３栗 ５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５８± ０２：００．６１� ３７．７�
２３ ブリッジクライム 牝３鹿 ５５ 大野 拓弥吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４６± ０２：００．７� ７１．２�
３６ チェリーメドゥーサ 牝３青鹿５５ 小牧 太櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４３６± ０ 〃 ハナ ２０３．６�
８１７ アイムユアーズ 牝３栗 ５５ 池添 謙一ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ １１．８�
６１１ サンシャイン 牝３黒鹿５５ 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４２８＋２２２：００．８� ２１５．３	
４８ キャトルフィーユ 牝３鹿 ５５ 四位 洋文 
ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４５８＋ ６ 〃 アタマ ８５．４�
４７ トーセンベニザクラ 牝３黒鹿５５ 武 豊島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４６＋１２２：０１．１１� ３８．８
３５ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５５ 川田 将雅西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４０６－ ２ 〃 アタマ ５２．０�
７１５ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５５ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２＋１０ 〃 ハナ ２８．０�
５９ ダイワズーム 牝３栗 ５５ 横山 典弘大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６２：０１．２� １３１．５�
２４ ハワイアンウインド 牝３鹿 ５５ N．ピンナ 吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 アタマ ２４．９�

（伊）

８１８ オメガハートランド 牝３鹿 ５５ 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２２－ ２２：０１．４� ２８７．１�
６１２ アイスフォーリス 牝３芦 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６２± ０２：０１．６１	 ６７．３�
５１０ ハナズゴール 牝３栗 ５５ 田辺 裕信M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４０６－ ４２：０２．０２� ４０．２�
８１６ サトノジョリー 牝３青鹿５５ 秋山真一郎里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ４２：０２．１� ４０９．７�
７１３ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５５ 福永 祐一松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４５８＋１０２：０２．４２ １９９．２�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ４２６，１５０，２００円 複勝： ７５８，０５４，７００円 枠連： ３１４，４７６，３００円 馬連： １，３１５，１０７，５００円 馬単： １，１３０，５８４，５００円

ワイド： ５１３，４６３，５００円 ３連複： １，８９５，４４９，３００円 ３連単： ６，００９，３０６，８００円 ５重勝： ８７２，３２８，６００円 計： １３，２３４，９２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ４１０円 枠 連（１－７） ２３０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ３００円

ワ イ ド �� １５０円 �� ５９０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 ��� ３，６６０円

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

キャリーオーバー なし����� １２９，０７０円

票 数

単勝票数 計４２６１５０２ 的中 � ２６１１１１８（１番人気）
複勝票数 計７５８０５４７ 的中 � ４８１０２１８（１番人気）� ９７８５０５（２番人気）� １６０９９１（６番人気）
枠連票数 計３１４４７６３ 的中 （１－７）１０２３９６４（１番人気）
馬連票数 計１３１５１０７５ 的中 �� ３９０２９５８（１番人気）
馬単票数 計１１３０５８４５ 的中 �� ２８２８５１０（１番人気）
ワイド票数 計５１３４６３５ 的中 �� １２０１５０９（１番人気）�� １７６８５６（６番人気）�� ８５６００（１４番人気）
３連複票数 計１８９５４４９３ 的中 ��� ７０４４９１（５番人気）
３連単票数 計６００９３０６８ 的中 ���１２１３０７４（６番人気）
５重勝票数 計８７２３２８６ 的中 ����� ４９８８

ハロンタイム １２．３―１１．０―１３．２―１３．４―１２．３―１１．６―１１．４―１１．３―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．３―３６．５―４９．９―１：０２．２―１：１３．８―１：２５．２―１：３６．５―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３５．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１１．１１．１９ 京都２着

２００９．２．２０生 牝３鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ８戦６勝 賞金 ４３５，９６８，０００円
〔発走状況〕 チェリーメドゥーサ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 アナスタシアブルー号・フレイムコード号・ラシンティランテ号
※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。

２８０６０１０月１４日 曇 良 （２４京都４）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�

ふじのもり

藤森ステークス
発走１６時２５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

６１２ ブルーデジャブ �５芦 ５７ 幸 英明 �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 ５１８＋ ４１：１１．３ ４２．５�

７１４ シルバーキセキ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ １８．８�
４７ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８０＋１０１：１１．７２� ３３．３�
６１１ ケイアイダイオウ 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５２８－ ８１：１１．８クビ １２．６�
８１５	 キングオブヘイロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B４８２－ ６ 〃 アタマ １５．３�
１１ チャンピオンラブ 牡６青鹿５７ 武 豊坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８８± ０ 〃 アタマ ５６．０�
７１３ サマーソング 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋１０１：１１．９
 １２．１	
２４ ナムラジュエル 牝４栗 ５５ 和田 竜二奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４４８＋ ２１：１２．２１
 ２．１

３６ サザンブレイズ 牡４栗 ５７ 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７８＋ ２１：１２．３クビ ７．１�
２３ リッカアリュール 牡６栗 ５７ 国分 恭介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９２＋ ６１：１２．４� １９０．４�
８１６ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 秋山真一郎水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４９８＋ ６１：１２．５� ５５．３
４８ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 川島 信二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４９２＋ ６ 〃 クビ ４７．５�
５９ ダームドゥラック 牝３鹿 ５３ 国分 優作�原源一郎氏 領家 政蔵 新ひだか 下屋敷牧場 ４５４± ０１：１２．８１
 １３０．９�
３５ ホクトキングダム 牡４青鹿５７ 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B４８０－ ４１：１３．３３ ７．３�
５１０	 ズ ン ダ モ チ 牡６芦 ５７ 浜中 俊吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３６± ０ 〃 ハナ １０．８�
１２ アヤナルベルス 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ５０８＋ ２１：１４．０４ １０１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６８，２７９，４００円 複勝： １００，０９０，８００円 枠連： ５８，６７９，６００円

馬連： ２０１，６６６，１００円 馬単： １１８，４８３，１００円 ワイド： ８３，５８４，５００円

３連複： ２９２，４６５，９００円 ３連単： ５６２，４８０，１００円 計： １，４８５，７２９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２５０円 複 勝 � ９４０円 � ５６０円 � ７２０円 枠 連（６－７） ２，４６０円

馬 連 �� ２５，５９０円 馬 単 �� ５８，６５０円

ワ イ ド �� ６，８８０円 �� １０，１４０円 �� ４，６００円

３ 連 複 ��� １９１，６９０円 ３ 連 単 ��� １，１３７，２９０円

票 数

単勝票数 計 ６８２７９４ 的中 � １２６７１（１０番人気）
複勝票数 計１０００９０８ 的中 � ２７３８６（１０番人気）� ４８４８９（８番人気）� ３６６００（９番人気）
枠連票数 計 ５８６７９６ 的中 （６－７） １７６３２（１０番人気）
馬連票数 計２０１６６６１ 的中 �� ５８１８（５６番人気）
馬単票数 計１１８４８３１ 的中 �� １４９１（１１６番人気）
ワイド票数 計 ８３５８４５ 的中 �� ２９９１（５９番人気）�� ２０２０（７３番人気）�� ４４９４（３９番人気）
３連複票数 計２９２４６５９ 的中 ��� １１２６（２７７番人気）
３連単票数 計５６２４８０１ 的中 ��� ３６５（１５０４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．３―１１．９―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．５―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーデジャブ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．５．１ 新潟６着

２００７．５．１５生 �５芦 母 ケンスターダンサー 母母 スダローマン １４戦５勝 賞金 ５５，３９０，０００円

５レース目



（２４京都４）第５日 １０月１４日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５９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

３５５，８６０，０００円
８，０５０，０００円
６，７００，０００円
３２，８００，０００円
５６，５０６，０００円
４，８００，０００円
１，５２６，４００円

勝馬投票券売得金
７３４，３２３，１００円
１，２２４，３９７，８００円
５１０，７１０，０００円
２，０７２，０３７，５００円
１，６２９，１５５，８００円
８３７，８１３，９００円
２，９０３，５１７，３００円
７，９０１，９６３，１００円
８７２，３２８，６００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 １８，６８６，２４７，１００円

総入場人員 ３７，４７５名 （有料入場人員 ３４，５３８名）


