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３１０４９１１月１７日 雨 稍重 （２４京都５）第５日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

３３ ブロードソード 牡２黒鹿５５ C．スミヨン �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５００＋ ４１：５４．２ １．９�
（仏）

８１３ シャガールバローズ �２栗 ５５ 福永 祐一猪熊 広次氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：５５．１５ ２２．６�
２２ レニンフェア 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１８－ ４１：５５．３１� １０．８�

（伊）

６９ ポラールリヒト 牡２黒鹿５５ 酒井 学 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５１４－ ６１：５５．７２� １４．３�
６１０ マイネルゲイナー 牡２栗 ５５ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 ４３６－ ２１：５６．０２ ３９．５�
４５ トーホウガーネット 牝２青鹿５４ 太宰 啓介東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４４８± ０１：５６．１� ２３３．４	
５８ パワーオブシャドー 牡２鹿 ５５ 川田 将雅深見 富朗氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４９８＋ ４１：５６．２� １９９．７

８１４ バードバーニング 牡２鹿 ５５ C．ルメール 村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４６＋ ４１：５６．３� ６．８�

（仏）

１１ テイエムナデシコ 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ７３．１�
５７ ヤマノコンコルド 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文澤村 敏雄氏 目野 哲也 様似 北澤 正則 ５３６＋ ８１：５６．５１� ４７．８
３４ メイショウマンヨウ 牡２鹿 ５５ 四位 洋文松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 服部 牧場 ５１２－ ４１：５６．９２� ５．７�
７１１ ア ル ペ ジ オ 牡２栗 ５５ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 ４９０＋ ２１：５７．１１ ８．９�
４６ ハーツコンセンサス 牝２青鹿５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 新冠 追分ファーム ４４６＋ ８１：５７．６３ ８８．１�
７１２ ショウナンアズーリ 牡２青鹿５５ 国分 恭介国本 哲秀氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 ４７４－ ２１：５７．８１� １４０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４３０，６００円 複勝： ２７，１３１，７００円 枠連： ９，９９０，４００円

馬連： ３２，３７７，４００円 馬単： ２２，８７７，９００円 ワイド： １５，８８２，６００円

３連複： ４９，２４０，９００円 ３連単： ７９，２４０，１００円 計： ２５２，１７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３００円 � ３００円 枠 連（３－８） ３２０円

馬 連 �� ２，０００円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ５３０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ６，４１０円 ３ 連 単 ��� ２２，５８０円

票 数

単勝票数 計 １５４３０６ 的中 � ６５０７７（１番人気）
複勝票数 計 ２７１３１７ 的中 � ８８０４６（１番人気）� １８４９７（６番人気）� １８５０３（５番人気）
枠連票数 計 ９９９０４ 的中 （３－８） ２３５７１（１番人気）
馬連票数 計 ３２３７７４ 的中 �� １２００３（８番人気）
馬単票数 計 ２２８７７９ 的中 �� ６１３０（１０番人気）
ワイド票数 計 １５８８２６ 的中 �� ４１７６（１１番人気）�� ７８３７（５番人気）�� １８５９（２３番人気）
３連複票数 計 ４９２４０９ 的中 ��� ５６７６（１９番人気）
３連単票数 計 ７９２４０１ 的中 ��� ２５９０（７２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１２．８―１３．３―１３．２―１２．６―１２．６―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３６．９―５０．２―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．６―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．２
１
３
７，３，６，１０，９（１３，１１）１－２，８（１２，１４）４，５
７（３，１０）（９，１１，４）（６，１３，１４）（１，２）－（８，５，１２）

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

勝馬の
紹 介

ブロードソード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Broad Brush デビュー ２０１２．１０．１４ 京都９着

２０１０．１．２２生 牡２黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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。

３１０５０１１月１７日 雨 稍重 （２４京都５）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

２４ ラブラバード 牡２芦 ５５ C．スミヨン �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋ ６１：３５．６ ９．０�

（仏）

５１０ ヘミングウェイ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊 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 ４７０＋１０１：３５．８１� ２．１�

３５ レッドアリオン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９２＋ ６ 〃 クビ ２．９�
２３ キングレジェンド 牡２青鹿５５ 太宰 啓介辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 ５０２± ０１：３６．１１� ３４．５�
１２ シゲルコンパスザ 牡２鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ６１：３６．３１� ２０５．８�
８１６ コスモサリー 牝２黒鹿５４ C．ルメール �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋ ２１：３６．４� ３６．１	

（仏）

５９ カ ミ ー リ ア 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８８＋１２１：３６．７２ ３３５．５

８１７ ナムライットウセイ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６４＋１０ 〃 ハナ ３９．１�
１１ ラフィットオフ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ １３３．７�
７１５ バアゼルザウバー 牝２鹿 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ２１：３６．８クビ １７．４
７１４ スノービクトリア 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ４０３．５�
４８ ト リ ガ ー 牡２鹿 ５５ 幸 英明石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 ４８２＋ ２１：３７．０� ７．１�
８１８ エ ミ オ ン 牝２青鹿５４ 酒井 学幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 上村 清志 ４４８± ０１：３７．２１� １７１．７�
６１２ トウケイプラチナ 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０± ０１：３７．３� ２０５．５�

４７ ランミネルバ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４５２－ ６１：３７．４� ８４．３�
６１１ シゲルオオクマザ 牡２栗 ５５ 中村 将之森中 蕃氏 目野 哲也 清水 小野瀬 晃司 ４６６＋ ４１：３８．０３� ４４４．４�
７１３ オウケンローズ 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文福井 明氏 牧浦 充徳 むかわ 上水牧場 ５０８＋ ４１：３８．３２ ３６９．４�
３６ エスジーカピタン 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４－ ２１：３８．８３ ６７８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４５３，３００円 複勝： ３４，９９７，５００円 枠連： １０，３５８，１００円

馬連： ３５，０１９，６００円 馬単： ２６，０５８，５００円 ワイド： １７，６４１，９００円

３連複： ５５，４１１，６００円 ３連単： ８８，６２５，８００円 計： ２８７，５６６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（２－５） ９２０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４００円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ６，７４０円

票 数

単勝票数 計 １９４５３３ 的中 � １７１４１（４番人気）
複勝票数 計 ３４９９７５ 的中 � ３５４１１（４番人気）� １３１０８３（１番人気）� ７２３１４（２番人気）
枠連票数 計 １０３５８１ 的中 （２－５） ８３５５（３番人気）
馬連票数 計 ３５０１９６ 的中 �� ２３４４１（４番人気）
馬単票数 計 ２６０５８５ 的中 �� ７０９７（１０番人気）
ワイド票数 計 １７６４１９ 的中 �� ８８００（５番人気）�� ９３４７（４番人気）�� ３６５４４（１番人気）
３連複票数 計 ５５４１１６ 的中 ��� ６８４３４（２番人気）
３連単票数 計 ８８６２５８ 的中 ��� ９７０５（１６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１１．７―１１．９―１２．２―１２．３―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３５．８―４７．７―５９．９―１：１２．２―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブラバード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kaldoun デビュー ２０１２．９．１ 札幌８着

２０１０．２．４生 牡２芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００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１７日 雨 稍重 （２４京都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

３５ テーオーレイチェル 牝２芦 ５４ 川田 将雅小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８± ０１：１０．９ ６．３�

２４ ミ ニ 牡２黒鹿５５ 川須 栄彦金井 順一氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 ４５０± ０ 〃 クビ ７．１�
４７ ドングラッチェ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ４５４＋ ２１：１１．０クビ ５．４�
３６ コアレスドラゴン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４８８± ０１：１１．２１� １３．１�
７１４ サンライズテナンゴ 牡２芦 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４ 〃 クビ ３．１�
４８ ダンストゥナイト 牡２黒鹿５５ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７４± ０１：１１．３� ２５２．６�
８１７ カシノロビン 牡２芦 ５５

５２ ▲水口 優也柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 ４４６＋ ２１：１１．４クビ １８４．３�
７１３ エアーウェーブ 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 ４９０－１６ 〃 ハナ ９．６	
２３ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４１６＋１０ 〃 ハナ １７５．３

７１５ アイノタマテバコ 牝２黒鹿５４ 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４２６＋ ４１：１１．５� ５．８�
５１０ アルペンクローネ 牡２鹿 ５５ 幸 英明水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４４０± ０１：１１．６� ３２．３�
６１１ ナムラチャチャ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 ４５０± ０１：１１．７クビ １３８．０
１２ ロングピアチェーレ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 金舛 幸夫 ４６０－ ４ 〃 クビ １１７．１�
８１６ クリノアンナプルナ 牝２鹿 ５４ 国分 優作栗本 博晴氏 日吉 正和 新冠 柏木 一則 ４４６± ０１：１２．０１� ３６１．１�
５９ スマイルユー 牝２青鹿５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４７４＋ ４１：１２．３１� ５２．３�
６１２ ニホンピロレイズ 牝２黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ４３４＋１０１：１２．５１� １１７．１�
１１ タガノデウザ 牝２芦 ５４ 川島 信二八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２４－１２１：１２．９２� １０３．２�

（１７頭）
８１８ シゲルホウオウザ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ４５６＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，４１０，１００円 複勝： １９，１３３，９００円 枠連： １３，２０１，６００円

馬連： １８，９０７，０００円 馬単： １２，９４６，４００円 ワイド： １０，７７０，５００円

３連複： ２２，２７０，５００円 ３連単： ３１，９５５，８００円 計： １４０，５９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（２－３） ２，４００円

馬 連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ５７０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 ��� ２４，６５０円

票 数

単勝票数 差引計 １１４１０１（返還計 ２６５８０） 的中 � １４３０７（４番人気）
複勝票数 差引計 １９１３３９（返還計 ３１００８） 的中 � ２６３３９（４番人気）� １７４１３（５番人気）� ３０８４１（２番人気）
枠連票数 計 １３２０１６ 的中 （２－３） ４０７４（１０番人気）
馬連票数 差引計 １８９０７０（返還計１２３４１９） 的中 �� ５８０６（１１番人気）
馬単票数 差引計 １２９４６４（返還計 ７６３７１） 的中 �� ２２０６（２０番人気）
ワイド票数 差引計 １０７７０５（返還計 ３９７３１） 的中 �� ３２７４（１０番人気）�� ４８２６（５番人気）�� ３８７３（８番人気）
３連複票数 差引計 ２２２７０５（返還計１９６３０３） 的中 ��� ４３８８（１２番人気）
３連単票数 差引計 ３１９５５８（返還計３１５７８１） 的中 ��� ９５７（７３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．４―１２．１―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．２―４７．３―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Favorite Trick デビュー ２０１２．９．９ 阪神４着

２０１０．４．２３生 牝２芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔競走除外〕 シゲルホウオウザ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。

３１０５２１１月１７日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４京都５）第５日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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

３３ ト パ ン ガ �６青鹿６０ 高田 潤金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ６３：２０．４ １．８�

４４ ヒカルアカツキ �５青鹿６０ 浜野谷憲尚高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５８－ ２３：２１．０３� ２１．５�
６６ � エーシンテュポーン 牡５鹿 ６０ 今村 康成�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４９２＋ ９３：２１．６３� １３．３�
７７ アイアムイチバン 牡５芦 ６０ 山本 康志堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０４± ０３：２２．１３ ７．２�
２２ �� ウィッシングデュー 牝８黒鹿５８ 白浜 雄造中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC ５１８－ ２３：２２．２クビ ４．５�
５５ テイエムオウショウ 牡３栗 ５８ 田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 ４５６＋１４３：２２．４１	 ３７．９�
１１ フクノゴールド 牡３鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４８－ ６ 〃 クビ ３０．８	
８９ ハ ナ カ ゲ 牝４栗 ５８ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４４２－ ４３：２５．２大差 ３９．８

８１０ ゼンノティソナ �３黒鹿 ５８

５６ ▲森 一馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 ４３６＋１２３：２５．４１� １１８．９�
７８ � トップオブピーコイ 牡６青鹿６０ 熊沢 重文横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８６＋１２３：２７．６大差 ９．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，２８０，７００円 複勝： ２２，８６６，８００円 枠連： ７，９４２，８００円

馬連： ２３，５９３，３００円 馬単： ２３，１２４，０００円 ワイド： １２，１０３，５００円

３連複： ３５，８２９，１００円 ３連単： ８６，６５０，３００円 計： ２２４，３９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ４２０円 � ３００円 枠 連（３－４） １，７１０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ５００円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� １５，９６０円

票 数

単勝票数 計 １２２８０７ 的中 � ５６１０９（１番人気）
複勝票数 計 ２２８６６８ 的中 � １２３６３８（１番人気）� ７２６６（７番人気）� １１５６５（５番人気）
枠連票数 計 ７９４２８ 的中 （３－４） ３４３２（５番人気）
馬連票数 計 ２３５９３３ 的中 �� １０８４１（５番人気）
馬単票数 計 ２３１２４０ 的中 �� ８２２８（７番人気）
ワイド票数 計 １２１０３５ 的中 �� ３８０１（９番人気）�� ６４５４（４番人気）�� １１７０（２６番人気）
３連複票数 計 ３５８２９１ 的中 ��� ５６６１（１７番人気）
３連単票数 計 ８６６５０３ 的中 ��� ４００８（４８番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５２．２－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト パ ン ガ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Rainbow Corner デビュー ２００９．３．１ 阪神４着

２００６．１．２８生 �６青鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円



３１０５３１１月１７日 雨 稍重 （２４京都５）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：４６．７
１：４６．４

良

良

３４ ライジングゴールド 牡２栗 ５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０４± ０１：５１．０ ２．９�
（仏）

７１１ ポセイドンバローズ 牡２栗 ５５ 川田 将雅猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 ４５２＋ ２１：５１．１� ３８．２�
２２ アルバタックス 牡２栗 ５５ C．ルメール �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８６－ ２ 〃 クビ ４．８�

（仏）

８１４� エーシンマックス 牡２栗 ５５ M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud ４８６＋ ２１：５１．３１� ４．３�

（伊）

１１ ソ ロ ル 牡２黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム ４７０－ ８１：５１．５� ５．８�
４５ メイショウブシン 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ６１．４	
５７ サトノユニコーン 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １１．１

４６ イントレピッド 牡２鹿 ５５ 幸 英明会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 ４３６± ０１：５１．６クビ ４０．１�
８１３ レコンダイト 牡２黒鹿５５ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ２８．４�
３３ サンマルホーム 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４２８－ ２１：５１．８１� １１．６
６１０ アグネスチャンス 牝２黒鹿５４ 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 ４７２－ ２１：５１．９� ２８４．１�
６９ ティマイドリーム 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 ４８４－ ４１：５２．０クビ １３８．０�
７１２ スペキュレイター 牡２鹿 ５５ 国分 恭介加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 ４７８－ ８ 〃 アタマ １０２．２�
５８ マルヨディローゼ 牝２青鹿５４ 国分 優作野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４８２－ ２１：５２．２１� ４２５．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，５２７，８００円 複勝： ４０，０６３，１００円 枠連： １０，１３１，４００円

馬連： ４７，７１４，６００円 馬単： ２９，４３２，８００円 ワイド： ２２，０３３，３００円

３連複： ６０，１２９，７００円 ３連単： ９６，８５９，６００円 計： ３２８，８９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ５４０円 � １８０円 枠 連（３－７） ２，１７０円

馬 連 �� ４，６５０円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド �� １，３１０円 �� ３７０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ６，２９０円 ３ 連 単 ��� ３３，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２２５２７８ 的中 � ６１６３５（１番人気）
複勝票数 計 ４００６３１ 的中 � ９８４５９（１番人気）� １３７１９（７番人気）� ６０６７３（３番人気）
枠連票数 計 １０１３１４ 的中 （３－７） ３４４８（１０番人気）
馬連票数 計 ４７７１４６ 的中 �� ７５８８（１７番人気）
馬単票数 計 ２９４３２８ 的中 �� ３５９０（２７番人気）
ワイド票数 計 ２２０３３３ 的中 �� ３９３５（１８番人気）�� １６４８９（２番人気）�� ２４８４（２３番人気）
３連複票数 計 ６０１２９７ 的中 ��� ７０６５（２１番人気）
３連単票数 計 ９６８５９６ 的中 ��� ２１２６（１１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．１―３７．３―５０．５―１：０３．７―１：１６．３―１：２８．４―１：３９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．７
３ ７（４，１１）（２，５，６，１４）（１，１３）（９，８）（１０，１２）３ ４ ・（４，７，１１）１４（２，５，６）（１，１３）（９，８，１２）（１０，３）

勝馬の
紹 介

ライジングゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー ２０１２．１０．２７ 京都２着

２０１０．２．２４生 牡２栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 マルヨディローゼ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マルヨディローゼ号は，平成２４年１２月１７日まで出走できない。
※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。

３１０５４１１月１７日 雨 重 （２４京都５）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０分 （ダート・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

１：２３．６
１：２３．１

重

重

３６ キングベイビー 牝２黒鹿５４ 川田 将雅前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４４６ ―１：２５．３ ３．２�

４８ タニノセレナーデ 牝２黒鹿５４ 幸 英明谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４１８ ―１：２５．６１� １９．５�
１１ ヒシアメジスト 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 ４４８ ― 〃 クビ ２０．２�
７１４ メイショウブリエ 牝２鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 ４１８ ―１：２６．３４ ８．０�
８１６ ビバゴールデン 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 須崎牧場 ４７２ ―１：２６．６２ ２４．５�
６１２ タイキマーシャ 牝２栗 ５４ C．ルメール�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 ４３４ ―１：２６．７クビ ３．７�

（仏）

２４ トーホウシラギク 牝２栃栗５４ 秋山真一郎東豊物産	 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４１６ ―１：２６．８� １７３．０

１２ ウインクルキラリ 牝２栗 ５４ 熊沢 重文塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ４８８ ―１：２７．０１ ２６．６�
５９ タイキキララ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４４６ ―１：２７．７４ ９．１�
３５ セトノミッシー 牝２鹿 ５４ M．デムーロ難波 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 ４３２ ―１：２８．８７ ６．２
（伊）

８１５ レーリュッケン 牝２黒鹿５４ 野元 昭嘉�ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４３２ ― 〃 ハナ ５４．５�
７１３ ツーエムワンダー 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４２２ ―１：２８．９クビ ６２．２�
４７ モズペルファ 牝２鹿 ５４ 川島 信二北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 ４３２ ―１：２９．２２ １２２．４�
２３ ウイングロリオサ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦	ウイン 清水 久詞 新冠 武田 修一 ４９４ ―１：２９．５２ ５６．５�
６１１ ア ミ マ ネ ラ 牝２黒鹿５４ 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 えりも エクセルマネジメント ３９４ ―１：２９．６� １０１．２�
５１０ スカイグラフィティ 牝２芦 ５４ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４９４ ―１：３０．０２� ５７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４３２，１００円 複勝： ２３，７１０，２００円 枠連： １１，３２１，５００円

馬連： ３２，３５２，７００円 馬単： ２２，５２２，９００円 ワイド： １５，９３０，０００円

３連複： ４２，９１７，３００円 ３連単： ６７，３９４，５００円 計： ２３１，５８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � ４３０円 枠 連（３－４） １，６３０円

馬 連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� １，０４０円 �� ４，４８０円

３ 連 複 ��� １５，２８０円 ３ 連 単 ��� ５４，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５４３２１ 的中 � ３９０４７（１番人気）
複勝票数 計 ２３７１０２ 的中 � ６０９２７（１番人気）� １２０７９（６番人気）� １１７７８（７番人気）
枠連票数 計 １１３２１５ 的中 （３－４） ５１３０（７番人気）
馬連票数 計 ３２３５２７ 的中 �� ９５１７（９番人気）
馬単票数 計 ２２５２２９ 的中 �� ４０９９（１４番人気）
ワイド票数 計 １５９３００ 的中 �� ３７９９（１１番人気）�� ３８４４（１０番人気）�� ８４３（４６番人気）
３連複票数 計 ４２９１７３ 的中 ��� ２０７４（４７番人気）
３連単票数 計 ６７３９４５ 的中 ��� ９１４（１５７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１２．２―１２．６―１２．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．０―４７．２―５９．８―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．１
３ ２（１２，１，９）６（８，１４）－１６－（４，１５）１１－５，１０，３－１３－７ ４ ２，１２，１（６，９）８，１４，１６－（４，１５）－１１＝５－１０，３，１３－７

勝馬の
紹 介

キングベイビー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２０１０．２．１４生 牝２黒鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヒデノエターナル号
※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。



３１０５５１１月１７日 雨 重 （２４京都５）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１３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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

４８ ミリオンフレッシュ 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 ４８４ ―１：３７．７ ３３．９�

７１３ ノアオーカン 牡２黒鹿５５ 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 ４７４ ―１：３８．０２ ３９．７�
１２ ゴ ー ス ル ー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 ４５６ ―１：３８．１クビ ５２．２�
６１２ ホットバタードラム 牝２黒鹿５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：３８．３１� ４．５�
４７ アグネスフィズ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７６ ― 〃 アタマ ９．９�

（仏）

５９ アグネスリズム 牡２栗 ５５ 浜中 俊渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３８．７２� １６．５�
８１７ グ ラ ッ ソ 牡２栗 ５５ 国分 優作藤田 孟司氏 大根田裕之 宮城 佐藤 和夫 ４９８ ―１：３８．８� ８８．３	
２４ ラヴィアンフルール 牝２鹿 ５４ 福永 祐一石川 達絵氏 武田 博 日高 沖田牧場 ４４０ ―１：３９．４３� ５．１

６１１ アイアンブランド 牝２青鹿５４ 国分 恭介池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム ４００ ―１：３９．６１� １０９．３�
３５ ハナズタイガー 牡２鹿 ５５

５２ ▲水口 優也M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 本巣 敦 ４８８ ―１：３９．７クビ ５９．３�
８１８ ワ イ カ プ 牡２栗 ５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４３０ ―１：４０．０２ ４３．８�
５１０ セルリアンアクウー 牡２青鹿５５ 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４８０ ―１：４０．４２� ４６．１�
８１６ マンテンタテヤマ 牡２鹿 ５５ 小林慎一郎小島 將之氏 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 ４７４ ―１：４１．７８ ２３５．７�
２３ サンモリッツ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦田口 廣氏 佐山 優 平取 有限会社中

田牧場 ４７０ ―１：４２．４４ ８３．７�
７１４ プリスクリプション 牡２鹿 ５５ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５２０ ―１：４２．５クビ ２６．６�
３６ クリアモーメント 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８ ―１：４３．３５ ２．２�
（伊）

１１ テイエムクロヒカリ 牝２青 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ４１２ ―１：４４．１５ ２２３．３�
７１５ ブルーキューピット 牡２栗 ５５ 熊沢 重文中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４９４ ―１：４４．６３ ９３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４９４，４００円 複勝： ２５，３５９，５００円 枠連： １２，０８６，９００円

馬連： ３５，５７８，５００円 馬単： ２７，３２７，３００円 ワイド： １８，５４５，１００円

３連複： ４７，５４２，８００円 ３連単： ８２，８１２，４００円 計： ２６８，７４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３９０円 複 勝 � ７７０円 � ７９０円 � ８８０円 枠 連（４－７） ３，４２０円

馬 連 �� ３２，５８０円 馬 単 �� ７０，２８０円

ワ イ ド �� ７，４８０円 �� １３，０８０円 �� ８，０２０円

３ 連 複 ��� １５２，５６０円 ３ 連 単 ��� １，９０９，８７０円

票 数

単勝票数 計 １９４９４４ 的中 � ４５３７（７番人気）
複勝票数 計 ２５３５９５ 的中 � ８７８９（７番人気）� ８４７４（８番人気）� ７５４９（９番人気）
枠連票数 計 １２０８６９ 的中 （４－７） ２６１４（１３番人気）
馬連票数 計 ３５５７８５ 的中 �� ８０６（６１番人気）
馬単票数 計 ２７３２７３ 的中 �� ２８７（１１１番人気）
ワイド票数 計 １８５４５１ 的中 �� ６１１（５７番人気）�� ３４８（８８番人気）�� ５７０（６０番人気）
３連複票数 計 ４７５４２８ 的中 ��� ２３０（２６２番人気）
３連単票数 計 ８２８１２４ 的中 ��� ３２（２００４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．７―３７．０―４９．５―１：０１．９―１：１４．３―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
３ ７（２，１２）１７（１１，１３）１８（９，１６）（８，１０）－５，１５（１４，４）－３（１，６） ４ ・（７，２，１２）１７（１１，１３）（９，８，１８）１０－（５，４）１６－１５－（１４，３）－（１，６）

勝馬の
紹 介

ミリオンフレッシュ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 Grand Slam 初出走

２０１０．４．２２生 牡２黒鹿 母 フレッシュバニラ 母母 Gal From Seattle １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリアモーメント号・テイエムクロヒカリ号・ブルーキューピット号は，平成２４年１２月１７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。

３１０５６１１月１７日 雨 不良 （２４京都５）第５日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５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 ７，２００，０００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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

１１ ゴッドツェッペリン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４７６＋１４１：１０．４ １３．９�

８１６ スランジバール 牡３鹿 ５６ C．ルメール�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７６＋ ２１：１０．６１� ２．２�
（仏）

１２ ワンダーゴヴェルノ 牡４栗 ５７
５４ ▲水口 優也山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３４＋ ６１：１０．８１ ３１．５�

７１３ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４７０＋ ６１：１１．０１� ４．８�
６１２ ケイエスキングオー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B４２６＋ ４１：１１．３２ ５５．７�
８１５ ガッチリガッチリ 牡６黒鹿５７ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４９２＋ ８ 〃 クビ １１９．５	
２４ アポロパレス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４６０＋１２１：１１．６１	 ６１．７

５９ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 酒井 学脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４４２＋ ２１：１１．７� ８．５�
７１４
 カネトシイナーシャ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４７８＋ ４ 〃 クビ ５．８�
３６ タイセイマグナム 牡４栗 ５７ 国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５３２＋１０１：１１．９１� ７６．０
４８ ハルシュタット 牝３鹿 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：１２．０クビ ４３．４�
４７ � ボールドマックス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 ４５４＋１１１：１２．１� １０２．１�
５１０
 アートオブキング 牡３栗 ５６ 川島 信二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm B４６０＋ １１：１２．２	 ２０．５�
３５ シゲルシュサ 牝４鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６＋１４１：１２．８３� ２２．９�
６１１� アイファーアクセス 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 ５２０± ０１：１３．９７ １７６．０�

（１５頭）
２３ 
 タツショウワ 牡３栗 ５６ 池添 謙一鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock, LLC ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，９０３，５００円 複勝： ３３，４４５，８００円 枠連： １８，２６１，７００円

馬連： ４９，３６７，４００円 馬単： ３３，９２７，４００円 ワイド： ２４，９２３，１００円

３連複： ７１，３０６，３００円 ３連単： １１５，３７９，３００円 計： ３６９，５１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３２０円 � １４０円 � ４６０円 枠 連（１－８） ８４０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，８２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ６，５２０円 ３ 連 単 ��� ３５，０００円

票 数

単勝票数 差引計 ２２９０３５（返還計 ９８） 的中 � １３０１２（５番人気）
複勝票数 差引計 ３３４４５８（返還計 １７０） 的中 � ２２９９４（５番人気）� ９４３６９（１番人気）� １４６９４（７番人気）
枠連票数 差引計 １８２６１７（返還計 ９ ） 的中 （１－８） １６１１９（３番人気）
馬連票数 差引計 ４９３６７４（返還計 ９２２） 的中 �� ３１０６９（４番人気）
馬単票数 差引計 ３３９２７４（返還計 ６１１） 的中 �� ８０８９（１１番人気）
ワイド票数 差引計 ２４９２３１（返還計 ３３１） 的中 �� １００２７（６番人気）�� ３２２８（２２番人気）�� ７９４９（７番人気）
３連複票数 差引計 ７１３０６３（返還計 ２０３１） 的中 ��� ８０７６（２０番人気）
３連単票数 差引計１１５３７９３（返還計 ３６０２） 的中 ��� ２４３３（１０６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１１．９―１１．９―１２．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴッドツェッペリン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．５．２６ 京都４着

２００９．４．１１生 牡３黒鹿 母 エキゾーストタイム 母母 スーパードレス ５戦２勝 賞金 １５，０４０，０００円
〔出走取消〕 タツショウワ号は，疾病〔左前挫跖〕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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アドマイヤコリン号・エーシンバサラ号・キセキノハナ号・ナムラドリーミー号・メイショウマサシゲ号・

ラインキャメロン号
※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１７日 雨 不良 （２４京都５）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

き

も ち の 木 賞
発走１４時３０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 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

２２ ドコフクカゼ 牡２黒鹿５５ 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム ５０２＋１０１：５２．１レコード ２７．４�

６１０ クリソライト 牡２鹿 ５５ C．スミヨン �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２ 〃 アタマ １．８�
（仏）

５８ マイネルクロップ 牡２芦 ５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 ５０２± ０ 〃 クビ ３２．３�

（仏）

７１２ タマノペルセウス 牡２鹿 ５５ 幸 英明玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 ５０４－ ６１：５２．５２� ６１．５�
４６ フィールドゴーゴー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 ５１８± ０ 〃 クビ １７．２�
３３ ロードクラヴィウス 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 ４５８＋ ８１：５３．１３� ６０．８	
５７ ウェーブオーキッド 牡２青 ５５ 浜中 俊万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０ 〃 クビ ３６．８

１１ フミノファルコン 牡２黒鹿５５ 武 豊谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 ５４２＋ ２１：５３．２� １８．４�
７１１ クリノスターオー 牡２青 ５５ 佐藤 哲三栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 ５１６± ０１：５３．４１ ４．３�
８１４ ブルーボンボヤージ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４８０－ ４１：５３．６１� ３２．７
３４ キンショータイム 牡２栗 ５５ 川田 将雅礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 ４８２＋ ６１：５３．９２ ４７．４�
８１３ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４７４＋１４１：５４．２２ ９９．５�
４５ ヴェリーバンブー 牝２黒鹿５４ 福永 祐一�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５０４－ ４１：５６．４大差 ７．２�
６９ ユ キ カ ゼ 牡２栗 ５５ 川島 信二松岡 孝一氏 牧田 和弥 新ひだか マークリ牧場 ５０８＋ ８１：５７．３５ １６５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，７３４，８００円 複勝： ６８，８３７，９００円 枠連： ２０，２３９，３００円

馬連： ８５，９３７，３００円 馬単： ５９，６０３，５００円 ワイド： ３４，８０４，５００円

３連複： １０８，２９４，４００円 ３連単： ２１６，８９０，１００円 計： ６２９，３４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７４０円 複 勝 � ３４０円 � １１０円 � ４６０円 枠 連（２－６） １，５９０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ５，５２０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ３，３１０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ８，１６０円 ３ 連 単 ��� ７１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３４７３４８ 的中 � １００２２（６番人気）
複勝票数 計 ６８８３７９ 的中 � ３０３２９（５番人気）� ３５９４５７（１番人気）� ２０８１０（７番人気）
枠連票数 計 ２０２３９３ 的中 （２－６） ９４１６（５番人気）
馬連票数 計 ８５９３７３ 的中 �� ４０８８１（４番人気）
馬単票数 計 ５９６０３５ 的中 �� ７９８２（１７番人気）
ワイド票数 計 ３４８０４５ 的中 �� １４５６６（４番人気）�� ２４２６（３２番人気）�� １２７２８（６番人気）
３連複票数 計１０８２９４４ 的中 ��� ９７９５（２６番人気）
３連単票数 計２１６８９０１ 的中 ��� ２２２５（１７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．２―４８．６―１：０１．３―１：１４．０―１：２６．５―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
１
３

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

２
４

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

ドコフクカゼ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．８．１１ 札幌２着

２０１０．４．１９生 牡２黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン ４戦２勝 賞金 １８，５５１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
〔制裁〕 クリソライト号の騎手C．スミヨンは，向正面で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番への進路影響）
〔その他〕 ユキカゼ号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

３１０５８１１月１７日 雨 不良 （２４京都５）第５日 第１０競走 ��１，８００�
き ぬ が さ

衣 笠 特 別
発走１５時０５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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３５ エーシンメンフィス 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ５１４± ０１：５１．２ ５１．４�

５９ スターコレクション 牝４青 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５４± ０１：５１．７３ ９．１�
１１ ネヴァーフェイド 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ８ 〃 クビ １２．１�
２３ クリスティロマンス 牝５黒鹿５５ C．ルメール �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４６４＋１２１：５１．９１� ２５．６�

（仏）

４７ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ５１６＋ ２１：５２．１１� １６．８�

３４ サ マ ー ル ナ 牝３鹿 ５３ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 ４５４－ ２ 〃 クビ １８．４	
４６ フレイムコード 牝３鹿 ５３ 国分 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４７０－ ４１：５２．２� ５．７

６１１ アマファソン 牝５黒鹿５５ C．スミヨン 吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９４＋１０ 〃 ハナ １３．８�

（仏）

６１０ ビッグスマイル 牝４黒鹿５５ M．デムーロ大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４６０＋ ２１：５２．３� ４．４�
（伊）

８１４ ロ ベ ル タ 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６６＋１２ 〃 同着 ３．７
８１５ ニシノテキーラ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４６２－ ６１：５２．４� ４１．８�
７１２ 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 B４６４＋１０１：５２．５� １０．２�
２２ ビーチパーティー 牝５芦 ５５ 国分 優作吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：５２．７１� ２００．１�
５８ 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 ４５４－ ４１：５２．８� １６０．９�
７１３ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６＋１６１：５２．９クビ ８７．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，３９０，９００円 複勝： ５２，４０３，９００円 枠連： ２４，９５２，９００円

馬連： １０３，７８３，１００円 馬単： ５９，２２８，８００円 ワイド： ４０，２２４，９００円

３連複： １３４，３２９，５００円 ３連単： ２２４，１８８，３００円 計： ６７１，５０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１４０円 複 勝 � １，４７０円 � ４６０円 � ４３０円 枠 連（３－５） ５，０６０円

馬 連 �� ２５，５６０円 馬 単 �� ６５，７４０円

ワ イ ド �� ７，１４０円 �� ６，１８０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� １４９，３００円 ３ 連 単 ��� １，０８８，５００円

票 数

単勝票数 計 ３２３９０９ 的中 � ４９７２（１２番人気）
複勝票数 計 ５２４０３９ 的中 � ８６０２（１２番人気）� ３１５５６（８番人気）� ３３６６７（７番人気）
枠連票数 計 ２４９５２９ 的中 （３－５） ３６４１（２２番人気）
馬連票数 計１０３７８３１ 的中 �� ２９９７（５６番人気）
馬単票数 計 ５９２２８８ 的中 �� ６６５（１２２番人気）
ワイド票数 計 ４０２２４９ 的中 �� １３７７（６１番人気）�� １５９４（５６番人気）�� ３９９４（３６番人気）
３連複票数 計１３４３２９５ 的中 ��� ６６４（２３６番人気）
３連単票数 計２２４１８８３ 的中 ��� １５２（１５０８番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１２．７―１３．１―１３．０―１２．１―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．４―３８．１―５１．２―１：０４．２―１：１６．３―１：２８．０―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ５（３，６）（１，１２）４（９，１１）７（２，１５）１４（８，１３）１０ ４ ５（３，６）１（４，１２）（９，１１，１４）７（２，１５，１３）８，１０

勝馬の
紹 介

エーシンメンフィス �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pine Bluff デビュー ２０１１．６．１２ 阪神８着

２００８．４．２０生 牝４鹿 母 テネシーガール 母母 Java Magic １２戦４勝 賞金 ３８，７３６，０００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。



３１０５９１１月１７日 雨 不良 （２４京都５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�

はなぞの

花園ステークス
発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１１．１９以降２４．１１．１１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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

１２ アイファーソング 牡４青鹿５７ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４９８＋１０１：４９．２ ８．６�

２３ � エアハリファ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm ４６８－ ４１：４９．４１� ３．２�

１１ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５２ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ８１：４９．６１ ６．０�
４８ マルカプレジオ 牡４栃栗５６ M．デムーロ河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム ４８８－ ４ 〃 クビ ３．１�

（伊）

３６ � グレイレジェンド 牡４芦 ５６ 藤田 伸二小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４７８＋ ２１：４９．７	 ２０．１�
６１２ マ ス ト ハ ブ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２８＋ ６１：５０．１２
 ２２．４�
８１５ サンライズクォリア 牡５鹿 ５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７６－ ４１：５０．２クビ １１７．４	
３５ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５６ C．ルメール 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 ４８０＋２２１：５０．６２
 ２１．６

（仏）

５９ ブルースターキング 牡６黒鹿５０ 野元 昭嘉 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０＋ ２１：５０．７
 ２９９．５�
２４ � タイガースラム �６栗 ５５ C．スミヨン 吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５９０＋２０１：５１．５５ ３６．８�

（仏）

５１０ ダイヴァーダウン 牡３栗 ５４ 武 豊吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５４－ ２ 〃 クビ ３３．９
４７ サミットストーン 牡４鹿 ５５ 藤岡 佑介河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５３２－ ２１：５１．６クビ ２７．２�
６１１ ハイランドジャガー 牡３芦 ５４ 熊沢 重文小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５２０＋ ６１：５１．９２ ３５．１�
７１４� タツパーシヴ 牡５芦 ５４ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４９６＋ ６１：５２．１１� ３４６．９�
８１６ キクノキセキ 牡５栗 ５６ 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ５０２＋ ４１：５２．２クビ ２８．３�
７１３ ホクセツダンス 牝４栗 ５３ 池添 謙一平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４４０－ ６１：５２．５１	 ５７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，１００，２００円 複勝： ９１，３７８，８００円 枠連： ５２，２３４，８００円

馬連： ２２０，７７４，３００円 馬単： １２０，０６６，３００円 ワイド： ７９，４７３，４００円

３連複： ３００，８４５，３００円 ３連単： ５６４，３０４，８００円 計： １，４８７，１７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３２０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（１－２） ６５０円

馬 連 �� １，８３０円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� １，１２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� ２１，６５０円

票 数

単勝票数 計 ５８１００２ 的中 � ５３２３８（４番人気）
複勝票数 計 ９１３７８８ 的中 � ６１４６４（４番人気）� １９９７３８（２番人気）� １０８２５６（３番人気）
枠連票数 計 ５２２３４８ 的中 （１－２） ５９４２９（３番人気）
馬連票数 計２２０７７４３ 的中 �� ８９４３７（５番人気）
馬単票数 計１２００６６３ 的中 �� ２１９０２（１２番人気）
ワイド票数 計 ７９４７３４ 的中 �� ２５６４０（４番人気）�� １６６６０（１１番人気）�� ４７３５０（３番人気）
３連複票数 計３００８４５３ 的中 ��� ６６３６２（７番人気）
３連単票数 計５６４３０４８ 的中 ��� １９２３９（４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．７―１２．５―１２．２―１２．０―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．４―４８．９―１：０１．１―１：１３．１―１：２５．０―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アイファーソング �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１３着

２００８．３．２１生 牡４青鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー １３戦５勝 賞金 ７６，６９０，０００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 カスガ号・トモロポケット号・ヤマニンシャスール号・ユジェニックブルー号・ラターシュ号
※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。

３１０６０１１月１７日 雨 不良 （２４京都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 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

１：１９．３
１：１９．０

良

良

１１ ペルレンケッテ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６１：２４．１ ５．３�

１２ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４６８－ ６１：２４．４１� ７．２�
５１０ ロードガルーダ 牡３青 ５６ C．スミヨン �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ５１２＋１０１：２４．６１� ２．６�

（仏）

４８ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４８８＋ ４１：２４．８１� １７．９�
２３ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６６－１４１：２４．９� ２６９．５�
６１２ ラインアンジュ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４９６－ ６ 〃 ハナ ４１．７	
８１６ ゴールドベル 牡３黒鹿５６ C．ルメール 松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ８．９


（仏）

２４ カピオラニパレス 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４ 〃 クビ １３．２�
６１１ アンヴァルト 牡５青鹿５７ 熊沢 重文 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ４２．８�
７１４ ヴィクトリーマーチ 牝５栗 ５５ 四位 洋文吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４６６＋ ２１：２５．０クビ １２．３
５９ メルシーサイレンス 牡５栗 ５７

５４ ▲水口 優也永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １９０．０�
４７ 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 ５０８＋ ２ 〃 ハナ １０．１�
３５ シゲルキョクチョウ 牡４鹿 ５７ 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４８０＋ ２１：２５．３１� １６５．１�
７１３ ニシノスタイル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４８０＋１０１：２５．４クビ ４５．８�
８１７ アイアンデューク 牡６芦 ５７ 幸 英明栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４７８＋ ６１：２５．７２ １５４．２�
８１５ ヴェアデイロス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋２４１：２５．８クビ ４８．７�
３６ アドマイヤプリンス 牡５鹿 ５７ 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５５０＋１６１：２６．７５ ８０．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４９，７５１，５００円 複勝： ７０，５８５，６００円 枠連： ３９，５１４，２００円

馬連： １２９，８４３，８００円 馬単： ７８，５５５，８００円 ワイド： ５７，１２０，３００円

３連複： １７５，２９０，５００円 ３連単： ３３３，２９６，０００円 計： ９３３，９５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（１－１） １，８００円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ３，０４０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ３００円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� １０，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４９７５１５ 的中 � ７４６１４（２番人気）
複勝票数 計 ７０５８５６ 的中 � ９８１４５（２番人気）� ７４３９８（３番人気）� １６６２７０（１番人気）
枠連票数 計 ３９５１４２ 的中 （１－１） １６２０６（８番人気）
馬連票数 計１２９８４３８ 的中 �� ５３５２１（６番人気）
馬単票数 計 ７８５５５８ 的中 �� １９０７１（９番人気）
ワイド票数 計 ５７１２０３ 的中 �� ２７７８８（４番人気）�� ５０５９０（１番人気）�� ３０３４２（３番人気）
３連複票数 計１７５２９０５ 的中 ��� ８２９６１（１番人気）
３連単票数 計３３３２９６０ 的中 ��� ２３４１９（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．０―１２．１―１１．７―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３６．２―４８．３―１：００．０―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペルレンケッテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２７ 阪神３着

２００８．４．３０生 牝４鹿 母 プ ン テ ィ ラ 母母 Prada １１戦４勝 賞金 ４３，４５５，０００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。



（２４京都５）第５日 １１月１７日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重後不良
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

１８７，６４０，０００円
９，５５０，０００円
１，４００，０００円
１６，４９０，０００円
６２，６９１，０００円
５，２６６，０００円
１，７６６，４００円

勝馬投票券売得金
３１３，９０９，９００円
５０９，９１４，７００円
２３０，２３５，６００円
８１５，２４９，０００円
５１５，６７１，６００円
３４９，４５３，１００円
１，１０３，４０７，９００円
１，９８７，５９７，０００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 ５，８２５，４３８，８００円

総入場人員 １３，２００名 （有料入場人員 １１，５８２名）


