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3102511月9日 晴 良 （25京都5）第3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

33 カ ッ サ イ 牡2鹿 55 浜中 俊 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 484－ 21：25．6 5．6�
813 メイショウホウトウ 牡2青鹿55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 478－ 41：26．13 1．7�
11 シュンブレイン 牡2栗 55 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 470－ 61：26．31� 29．9�
22 ロングリバイバル 牡2鹿 55 松山 弘平中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 490－ 21：26．4� 9．8�
812 ドリームスカイハイ 牡2栗 55 松田 大作セゾンレースホース� 木原 一良 新ひだか 佐竹 学 488－ 61：26．61� 22．6	
44 シゲルエチゴ 牡2芦 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 448＋ 21：26．7� 159．4

68 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 55 藤岡 康太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 496± 01：27．02 197．5�
56 グレイトハスラー 牡2栗 55 内田 博幸小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 466＋ 41：28．38 20．5�
711 ワンダフルワールド 牡2栗 55 岩田 康誠三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 502＋201：28．61� 5．3
710 マジェスティシップ 牡2黒鹿55 武 幸四郎 �キャロットファーム 清水 出美 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：28．7� 119．4�
69 インワンブレス 牝2栗 54

51 ▲森 一馬名古屋友豊� 木原 一良 登別 青藍牧場 426－ 41：28．8クビ 216．2�
45 ドクターナイーヴ 牡2栗 55 戸崎 圭太迎 徹氏 庄野 靖志 浦河 笹島 政信 470－121：31．3大差 33．3�
57 サトノプロシオン 牡2黒鹿55 秋山真一郎里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 522－ 41：34．1大差 187．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，763，200円 複勝： 68，943，400円 枠連： 8，075，400円
馬連： 33，996，100円 馬単： 26，291，800円 ワイド： 17，940，800円
3連複： 48，773，200円 3連単： 92，918，200円 計： 315，702，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 110円 � 330円 枠 連（3－8） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，190円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 187632 的中 � 26503（3番人気）
複勝票数 計 689434 的中 � 62287（2番人気）� 462112（1番人気）� 19077（5番人気）
枠連票数 計 80754 的中 （3－8） 15738（1番人気）
馬連票数 計 339961 的中 �� 67134（1番人気）
馬単票数 計 262918 的中 �� 16237（5番人気）
ワイド票数 計 179408 的中 �� 30203（1番人気）�� 3097（14番人気）�� 5853（9番人気）
3連複票数 計 487732 的中 ��� 17474（6番人気）
3連単票数 計 929182 的中 ��� 5417（41番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．2―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．1―48．3―1：00．6―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ッ サ イ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．8．4 小倉5着

2011．4．2生 牡2鹿 母 ロ ッ タ 母母 タイランツフェイム 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドクターナイーヴ号・サトノプロシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

12月9日まで平地競走に出走できない。

3102611月9日 晴 良 （25京都5）第3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
1：32．3
1：32．3

良
良

710 オリハルコン 牡2黒鹿55 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：35．4 2．2�
22 ラ デ ィ ウ ス 牡2鹿 55 M．デムーロ名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 444＋ 21：35．61 4．3�

（仏）

813 リバーソウル 牡2黒鹿55 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：35．7� 2．9�
56 ブレイクアウト 牡2青鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474± 0 〃 クビ 8．8�
57 カ ゼ ノ コ 牡2鹿 55 武 豊�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 454＋ 21：36．12� 29．6�
69 ウイングリッター 牡2鹿 55 国分 恭介�ウイン 中村 均 むかわ 市川牧場 484－ 2 〃 クビ 176．2	
68 マイネルティエラ 牡2鹿 55 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 41：36．2� 110．0


（英）

711 モ ッ シ ュ 牡2芦 55 酒井 学小嶋 將則氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 506± 01：36．41 94．2�
45 デンコウガイア 牝2鹿 54 内田 博幸田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 438＋121：36．71� 58．7�
11 カウガールブルース 牝2栗 54 和田 竜二吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 468－ 21：36．8� 124．2
33 テイエムデザイヤー 牝2栗 54

51 ▲森 一馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 438＋ 21：37．54 151．9�
44 ラブセレクター 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼増田 陽一氏 中村 均 日高 門別牧場 422＋ 21：37．71� 683．3�
812 タガノシュナイダー 牡2鹿 55 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432＋ 8 〃 クビ 74．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，247，600円 複勝： 36，917，400円 枠連： 8，523，700円
馬連： 32，808，200円 馬単： 24，990，500円 ワイド： 17，020，300円
3連複： 48，558，400円 3連単： 91，517，400円 計： 279，583，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 200円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，780円

票 数

単勝票数 計 192476 的中 � 69732（1番人気）
複勝票数 計 369174 的中 � 135814（1番人気）� 61039（3番人気）� 91399（2番人気）
枠連票数 計 85237 的中 （2－7） 15179（2番人気）
馬連票数 計 328082 的中 �� 57730（2番人気）
馬単票数 計 249905 的中 �� 23666（3番人気）
ワイド票数 計 170203 的中 �� 27174（2番人気）�� 32796（1番人気）�� 18652（3番人気）
3連複票数 計 485584 的中 ��� 110545（1番人気）
3連単票数 計 915174 的中 ��� 38105（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．7―59．9―1：12．0―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリハルコン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2013．8．3 新潟4着

2011．4．14生 牡2黒鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 3戦1勝 賞金 8，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第３日



3102711月9日 晴 良 （25京都5）第3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
1：52．1
1：50．9

不良
不良

11 カーマンライン 牡2鹿 55 武 豊吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508＋ 61：56．0 5．9�
58 ティーポイズン 牡2栗 55 国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 498＋ 41：56．1� 11．7�
610 テイエムゲッタドン 牡2栗 55 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 484＋ 4 〃 クビ 22．8�
46 ロワサーブル 牡2栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：56．63 22．3�
57 ガ ン ジ ー 牡2栗 55 岩田 康誠岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 492＋ 41：57．13 5．0�
814 ゼンノスサノヲ 牡2栗 55

52 ▲森 一馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 466± 0 〃 アタマ 263．9	
22 フィリグラーナ 牡2栗 55 池添 謙一畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 450＋101：57．2� 5．7

69 アカリロンドン 牡2鹿 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 452± 01：57．3� 3．2�
712 スプリングカンナ 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 470± 01：57．61� 246．9�
45 サカジロハンサム 牡2栗 55 国分 恭介ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 前田 宗将 474－ 81：57．7クビ 130．2
34 テイエムファラオ 牡2栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 466－ 61：57．8� 69．3�
813 マルカブラン 牡2芦 55 横山 典弘河長産業� 中村 均 様似 猿倉牧場 492－ 41：58．22� 34．9�
33 ブレイズゴールド 牡2鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 81：58．62� 11．4�
711	 エイシンスバシリ 牡2鹿 55 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 米 Kona Stables 522－ 2 （競走中止） 12．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，948，600円 複勝： 35，839，900円 枠連： 9，025，500円
馬連： 37，809，900円 馬単： 24，620，900円 ワイド： 19，181，100円
3連複： 52，739，300円 3連単： 82，027，400円 計： 279，192，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 350円 � 510円 枠 連（1－5） 1，140円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 2，430円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 26，660円 3 連 単 ��� 143，120円

票 数

単勝票数 計 179486 的中 � 24117（4番人気）
複勝票数 計 358399 的中 � 44383（4番人気）� 26780（5番人気）� 16991（7番人気）
枠連票数 計 90255 的中 （1－5） 5887（5番人気）
馬連票数 計 378099 的中 �� 5783（19番人気）
馬単票数 計 246209 的中 �� 2465（29番人気）
ワイド票数 計 191811 的中 �� 2946（19番人気）�� 1940（28番人気）�� 1758（30番人気）
3連複票数 計 527393 的中 ��� 1460（73番人気）
3連単票数 計 820274 的中 ��� 423（385番人気）

ハロンタイム 12．8―12．7―14．3―12．6―13．3―12．7―12．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．5―39．8―52．4―1：05．7―1：18．4―1：30．5―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カーマンライン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．10．12 東京7着

2011．3．18生 牡2鹿 母 グレインライン 母母 ミルグレイン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 エイシンスバシリ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため

競走中止。
〔制裁〕 ティーポイズン号の騎手国分優作は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・6番）

3102811月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．7
1：59．9

良
良

55 ゼウスバローズ 牡2鹿 55 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ
ファーム 444－142：03．2 1．9�

（英）

22 ダノンロンシャン 牡2芦 55 C．ルメール�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 458± 02：03．3� 13．9�
（仏）

44 オカホンコー 牡2鹿 55 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 480－ 42：03．4� 46．9�
67 ワクワクカンヲ 牡2鹿 55 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B464＋ 22：03．5� 10．0�
78 カレンヴィットリア 牡2黒鹿55 川田 将雅鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 6．6�
66 ショウサンミーベル 牝2鹿 54 松山 弘平鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 水上 習孝 488＋ 42：03．6� 23．7	
33 エクストレミティー 牡2鹿 55 岩田 康誠 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 494＋102：03．7クビ 4．1

79 ミヤジディーノ 牡2鹿 55 M．デムーロ曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 470± 02：03．91	 17．4�

（仏）

11 ス プ ル ス 
2栗 55 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470－10 〃 クビ 119．5�
810 サチノクイーン 牝2鹿 54 国分 恭介佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B458－ 22：06．3大差 75．1
811 ブリーズラプソディ 牝2青鹿54 酒井 学有限会社シルク庄野 靖志 日高 メイプルファーム 456－ 62：06．4クビ 313．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，907，800円 複勝： 60，526，700円 枠連： 8，980，900円
馬連： 36，603，300円 馬単： 29，340，700円 ワイド： 19，297，600円
3連複： 48，166，800円 3連単： 106，273，400円 計： 333，097，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 830円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，360円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 23，560円

票 数

単勝票数 計 239078 的中 � 104134（1番人気）
複勝票数 計 605267 的中 � 329243（1番人気）� 40645（4番人気）� 8708（8番人気）
枠連票数 計 89809 的中 （2－5） 8929（4番人気）
馬連票数 計 366033 的中 �� 31213（4番人気）
馬単票数 計 293407 的中 �� 19212（4番人気）
ワイド票数 計 192976 的中 �� 13982（3番人気）�� 3351（17番人気）�� 1543（25番人気）
3連複票数 計 481668 的中 ��� 4297（27番人気）
3連単票数 計1062734 的中 ��� 3330（77番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．4―12．6―12．4―13．2―12．7―11．7―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．4―37．8―50．4―1：02．8―1：16．0―1：28．7―1：40．4―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．5
1
3

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

2
4

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

ゼウスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー 2013．10．27 東京3着

2011．1．31生 牡2鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出走取消馬 ニホンピロフローラ号（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。



3102911月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

811 アズマシャトル 牡2鹿 55 松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 490 ―1：36．5 3．5�
66 ビアンコカンドーレ 牝2芦 54 浜中 俊吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446 ―1：36．92� 9．3�
79 サトノルパン 牡2黒鹿55 小牧 太里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 464 ―1：37．11� 3．1�
22 ロードヴォルケーノ 牡2鹿 55 C．ルメール �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 456 ― 〃 ハナ 4．0�

（仏）

810 メイショウゼロセン 牡2黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 492 ―1：37．52� 9．2�
55 クリノダイコクテン 牡2栃栗55 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 480 ―1：37．6� 11．0	
11 メモリービビッド 牡2鹿 55 太宰 啓介�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 438 ―1：37．81� 30．2

44 トーホウエトワール 牝2栗 54 松田 大作東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 438 ―1：37．9� 164．5�
78 ショウナンサンタ 牡2鹿 55 M．バルザローナ�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 464 ―1：38．0� 35．7

（英）

33 スマートブルーム 牝2芦 54 武 幸四郎大川 徹氏 安達 昭夫 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：38．42� 150．8�
67 レッドハミング 牝2黒鹿54 和田 竜二�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 416 ―1：38．71� 76．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，656，300円 複勝： 25，716，300円 枠連： 9，074，100円
馬連： 31，089，900円 馬単： 24，063，200円 ワイド： 16，017，600円
3連複： 39，393，100円 3連単： 76，446，400円 計： 240，456，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 210円 � 140円 枠 連（6－8） 820円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 700円 �� 310円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 13，180円

票 数

単勝票数 計 186563 的中 � 42694（2番人気）
複勝票数 計 257163 的中 � 51523（2番人気）� 26546（4番人気）� 55025（1番人気）
枠連票数 計 90741 的中 （6－8） 8198（4番人気）
馬連票数 計 310899 的中 �� 11901（11番人気）
馬単票数 計 240632 的中 �� 5809（13番人気）
ワイド票数 計 160176 的中 �� 5267（12番人気）�� 14079（2番人気）�� 7588（6番人気）
3連複票数 計 393931 的中 ��� 16357（5番人気）
3連単票数 計 764464 的中 ��� 4282（45番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．2―12．8―12．5―12．0―11．5―10．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．8―49．6―1：02．1―1：14．1―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アズマシャトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

2011．4．5生 牡2鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ 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。

3103011月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第6競走 ��
��1，400�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
1：23．6
1：23．1

重
重

68 ラフィネシチー 牝2青鹿54 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 454 ―1：26．3 4．0�
56 クリアザコースト 牡2鹿 55 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 532 ―1：26．4� 18．7�
812 テンマティーニ 牡2栗 55 戸崎 圭太芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 前谷 武志 490 ― 〃 クビ 15．5�
57 オメガヴェンデッタ 牡2鹿 55 C．ルメール 原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 518 ―1：26．61	 1．8�

（仏）

711 ダイリュウキセキ 牝2黒鹿54 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 454 ―1：26．7クビ 64．1�
710 ホワイトクリスマス 牡2芦 55 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 新冠 赤石 久夫 496 ―1：27．44 35．3	
11 
 メンカウラー 牡2黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

492 ―1：27．61	 7．5

69 ヒロノメビウス 牝2栗 54 国分 優作守内ひろ子氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 454 ―1：28．13 30．7�
45 イ チ ザ ブ イ 牡2黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか キヨタケ牧場 510 ―1：28．2� 23．3�
813 メイショウシシマル 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 476 ― 〃 クビ 65．0
33 スズカレビン 牡2鹿 55 国分 恭介永井 啓弍氏 藤岡 範士 洞爺湖 レイクヴィラファーム 472 ―1：28．3� 61．9�
22 スターリーオレンジ 牝2栗 54 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 新ひだか 久井牧場 482 ―1：28．4クビ 22．5�
44 サカジロヴィグラス 牝2黒鹿54 酒井 学ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 478 ―1：28．5� 168．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，108，100円 複勝： 40，687，400円 枠連： 10，103，500円
馬連： 35，462，200円 馬単： 28，569，000円 ワイド： 18，951，800円
3連複： 46，221，000円 3連単： 90，943，000円 計： 292，046，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 540円 � 500円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 870円 �� 890円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 43，330円

票 数

単勝票数 計 211081 的中 � 42205（2番人気）
複勝票数 計 406874 的中 � 62078（2番人気）� 17789（5番人気）� 19487（4番人気）
枠連票数 計 101035 的中 （5－6） 22809（1番人気）
馬連票数 計 354622 的中 �� 8103（10番人気）
馬単票数 計 285690 的中 �� 3836（19番人気）
ワイド票数 計 189518 的中 �� 5473（9番人気）�� 5314（10番人気）�� 2436（19番人気）
3連複票数 計 462210 的中 ��� 3482（32番人気）
3連単票数 計 909430 的中 ��� 1549（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．9―48．6―1：00．9―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフィネシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．4．30生 牝2青鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダイリュウキセキ号の騎手小林徹弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3103111月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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 7，200，000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
2：10．0
2：10．0

良
良

33 ダイシンブラック 牡4鹿 57 C．ルメール 大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 498－ 62：15．2 32．3�
（仏）

66 ゴールドテーラー 牝3栗 53 M．デムーロ中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 ハナ 3．7�
（仏）

810 ゴッドフロアー 牝3鹿 53 内田 博幸広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 498± 02：15．41� 26．9�
78 ダイシンハンター 牡4鹿 57 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋12 〃 クビ 15．6�
44 	 フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 秋山真一郎藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners B478＋102：15．5� 65．0�
11 プロフェッサー 牡4鹿 57 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 460± 0 〃 ハナ 17．4	
22 トーセンギャラリー 牡4鹿 57 武 豊島川 
哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 42：15．6クビ 1．7�
89 スペルヴィア 牡4黒鹿57 岩田 康誠佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 532＋ 82：16．02� 6．7�
77 マコトタンホイザー 牡3青鹿55 松山 弘平�ディアマント 中村 均 様似 出口 繁夫 490－ 8 〃 クビ 85．1
55 コ ー ダ リ ー 牡4黒鹿57 国分 優作�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 444＋ 22：16．63� 228．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，614，700円 複勝： 69，262，800円 枠連： 9，165，300円
馬連： 40，189，000円 馬単： 35，012，700円 ワイド： 19，973，900円
3連複： 54，870，800円 3連単： 136，712，500円 計： 388，801，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，230円 複 勝 � 1，080円 � 270円 � 1，090円 枠 連（3－6） 3，330円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 8，400円

ワ イ ド �� 980円 �� 3，130円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 17，750円 3 連 単 ��� 143，930円

票 数

単勝票数 計 236147 的中 � 5774（7番人気）
複勝票数 計 692628 的中 � 15488（6番人気）� 81484（2番人気）� 15324（7番人気）
枠連票数 計 91653 的中 （3－6） 2034（11番人気）
馬連票数 計 401890 的中 �� 9886（10番人気）
馬単票数 計 350127 的中 �� 3077（24番人気）
ワイド票数 計 199739 的中 �� 5150（10番人気）�� 1514（23番人気）�� 5016（12番人気）
3連複票数 計 548708 的中 ��� 2282（38番人気）
3連単票数 計1367125 的中 ��� 701（234番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．9―12．7―12．4―12．7―13．0―12．3―11．8―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―24．8―37．7―50．4―1：02．8―1：15．5―1：28．5―1：40．8―1：52．6―2：03．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシンブラック �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．1．5 京都6着

2009．3．5生 牡4鹿 母 フ ジ ダ イ ヤ 母母 ダイナフラツグ 7戦2勝 賞金 14，350，000円
〔騎手変更〕 コーダリー号の騎手小牧太は，負傷のため国分優作に変更。
※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。

3103211月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第8競走 ��3，170�第15回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・内外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード3：30．4良

77 デンコウオクトパス 牡6鹿 61 西谷 誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 470＋103：32．4 1．4�
11 メイショウヨウドウ �5黒鹿60 高田 潤松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 482＋163：32．71� 8．1�
22 ニジブルーム 牡5芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 490－ 43：33．23 7．9�
33 オンワードデューク 牝5栗 58 難波 剛健樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 456－ 23：33．3クビ 6．4�
44 ワシャモノタリン 牡7黒鹿60 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 508± 0 〃 ハナ 12．6�
66 マンノプロジェクト 牡4鹿 60 北沢 伸也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 482－ 63：36．3大差 46．3�
55 カネスラファール 牡9黒鹿60 上野 翔杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 488－ 43：36．72� 25．2	

（7頭）

売 得 金
単勝： 27，196，100円 複勝： 28，556，400円 枠連： 発売なし
馬連： 40，678，900円 馬単： 35，685，600円 ワイド： 17，314，000円
3連複： 49，749，200円 3連単： 170，624，700円 計： 369，804，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 190円 �� 220円 �� 420円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，400円

票 数

単勝票数 計 271961 的中 � 153889（1番人気）
複勝票数 計 285564 的中 � 136003（1番人気）� 37043（3番人気）
馬連票数 計 406789 的中 �� 82350（1番人気）
馬単票数 計 356856 的中 �� 58312（1番人気）
ワイド票数 計 173140 的中 �� 26593（2番人気）�� 21049（3番人気）�� 8494（7番人気）
3連複票数 計 497492 的中 ��� 61139（1番人気）
3連単票数 計1706247 的中 ��� 90474（1番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 52．8－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

�
�
7－2＝1＝4，5（3，6）
7－2，1－4，3－5＝6

勝馬の
紹 介

デンコウオクトパス 

�
父 マヤノトップガン 


�
母父 リ ズ ム デビュー 2009．8．1 小倉9着

2007．4．12生 牡6鹿 母 シルキーマニッシュ 母母 スポーデズブルー 障害：9戦5勝 賞金 130，320，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 5回京都競馬第 1日第 3競走）
〔その他〕　　ナムラレモン号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3103311月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第9競走 ��
��1，800�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．7
1：46．0

良
良

44 トゥザワールド 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 41：46．5レコード 2．8�
711 シャドウダンサー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492－ 41：46．82 11．9�
33 オーシャンヒーロー 牡2栗 55 酒井 学上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 競優牧場 508＋ 4 〃 クビ 2．7�
68 キングズオブザサン 牡2芦 55 M．デムーロ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 472± 01：46．9クビ 21．6�

（仏）

45 ヴォルシェーブ 牡2栗 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 500＋ 41：47．11� 5．2�
69 � キ ン コ バ ン 牡2栗 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 464－ 21：47．2	 257．8	
11 レッドカイザー 牡2黒鹿55 藤岡 康太 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：47．3
 34．9�
710 カバーストーリー 牡2栗 55 松山 弘平前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 470± 0 〃 クビ 20．4�
22 メイショウコルノ 牡2黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 514－ 41：47．51� 31．0
57 ヴァンクウィッシュ 牡2青鹿55 岩田 康誠前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 21：47．82 23．3�
812 ビタミンエース 牡2鹿 55 横山 典弘村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 498＋ 21：48．01� 36．7�
813 ロードフォワード 牡2青鹿55 池添 謙一 
ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 430± 01：48．1クビ 158．6�
56 ウインレーベン 牡2青鹿55 M．バルザローナ
ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 436± 01：53．5大差 226．5�

（英）

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，453，800円 複勝： 75，041，300円 枠連： 23，109，000円
馬連： 101，023，800円 馬単： 64，300，300円 ワイド： 43，639，500円
3連複： 124，991，000円 3連単： 248，265，800円 計： 729，824，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 240円 � 140円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 480円 �� 200円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 11，430円

票 数

単勝票数 計 494538 的中 � 143991（2番人気）
複勝票数 計 750413 的中 � 213939（1番人気）� 56111（4番人気）� 156687（2番人気）
枠連票数 計 231090 的中 （4－7） 27399（3番人気）
馬連票数 計1010238 的中 �� 44151（4番人気）
馬単票数 計 643003 的中 �� 18713（7番人気）
ワイド票数 計 436395 的中 �� 20596（4番人気）�� 66281（1番人気）�� 13759（5番人気）
3連複票数 計1249910 的中 ��� 55124（2番人気）
3連単票数 計2482658 的中 ��� 16035（25番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．2―11．6―12．1―12．2―11．8―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―34．8―46．4―58．5―1：10．7―1：22．5―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 3，12（4，2）（1，8）7，11，5，9，13－10－6 4 3（4，12，2）（1，8）（5，7）（9，11）10，13＝6

勝馬の
紹 介

トゥザワールド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．28 阪神2着

2011．4．12生 牡2鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 3戦2勝 賞金 17，594，000円
〔その他〕 ウインレーベン号は，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。

3103411月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ひ え い

比叡ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 コウエイオトメ 牝5鹿 55 池添 謙一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 482＋ 22：24．8 7．9�
77 ハーバーコマンド 牡5芦 57 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 3．0�
11 メイショウドンタク 牡7黒鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 502＋ 2 〃 ハナ 74．2�
89 マイネオーチャード 牝5栗 55 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 452－ 6 〃 ハナ 6．2�
（仏）

810 ピクシープリンセス 牝5鹿 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋ 22：25．22� 2．7�

（英）

66 ナリタパイレーツ 牡3鹿 55 内田 博幸�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 440± 0 〃 ハナ 7．5	
55 トウカイオーロラ 牡6黒鹿57 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 472＋14 〃 クビ 83．9

33 スーサングレート 牡5栗 57 藤岡 康太林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B516＋ 62：25．51	 13．6�
78 メイショウジンム 牡7鹿 57 M．デムーロ松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 448± 02：25．6� 91．2�

（仏）

22 フミノヤマビコ 牡6鹿 57 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B496－ 42：25．7� 62．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，969，700円 複勝： 62，588，500円 枠連： 20，968，600円
馬連： 100，166，200円 馬単： 66，386，200円 ワイド： 39，735，600円
3連複： 122，982，100円 3連単： 279，443，600円 計： 728，240，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 220円 � 160円 � 930円 枠 連（4－7） 1，220円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 420円 �� 5，800円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 25，600円 3 連 単 ��� 149，230円

票 数

単勝票数 計 359697 的中 � 36095（5番人気）
複勝票数 計 625885 的中 � 75378（4番人気）� 139345（2番人気）� 12797（7番人気）
枠連票数 計 209686 的中 （4－7） 12709（5番人気）
馬連票数 計1001662 的中 �� 64756（6番人気）
馬単票数 計 663862 的中 �� 14095（15番人気）
ワイド票数 計 397356 的中 �� 26706（5番人気）�� 1575（35番人気）�� 2668（26番人気）
3連複票数 計1229821 的中 ��� 3546（50番人気）
3連単票数 計2794436 的中 ��� 1382（250番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―11．6―12．7―12．5―12．2―12．3―12．4―11．9―11．4―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．4―36．0―48．7―1：01．2―1：13．4―1：25．7―1：38．1―1：50．0―2：01．4―2：13．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウエイオトメ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2010．10．23 京都6着

2008．2．27生 牝5鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 27戦5勝 賞金 101，436，000円
〔騎手変更〕 ナリタパイレーツ号の騎手小牧太は，負傷のため内田博幸に変更。
※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。



3103511月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第11競走 ��
��1，400�第18回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

KBS京都賞（1着）
賞 品

本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

47 ベ ル カ ン ト 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 468± 01：21．1 6．2�
24 モズハツコイ 牝2芦 54 M．バルザローナ 北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 454± 01：21．31� 16．1�

（英）

510 アドマイヤビジン 牝2芦 54 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 472＋ 4 〃 クビ 126．0�
713 エイシンオルドス 牝2栗 54 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 488－ 21：21．4� 3．9�
818 リアルヴィーナス 牝2鹿 54 岩田 康誠山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452± 0 〃 ハナ 12．0�
23 グランシェリー 牝2芦 54 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492＋ 61：21．5クビ 6．5	
35 タイセイララバイ 牝2青鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：21．6	 112．3

11 フクノドリーム 牝2栗 54 横山 典弘福島 実氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474－ 4 〃 クビ 6．0�
36 エ ル ノ ル テ 牝2鹿 54 内田 博幸吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454± 01：21．7クビ 5．5�
611 マイネヴァリエンテ 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 21：21．8	 71．1
48 ウ メ 牝2栗 54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 440± 01：22．01� 222．7�
612 メイショウアサツユ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 484－ 4 〃 クビ 21．9�
12 ラ ヴ ィ ー ネ 牝2芦 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 442－ 41：22．1	 39．9�

（仏）

714 テイエムナデューラ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 434－ 21：22．52	 353．3�
715 ダンツキャンサー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：22．81� 124．3�
59 テイエムチュラッコ 牝2栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 434＋101：23．86 118．0�
817 ノボリレジェンド 牝2鹿 54 M．デムーロ原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 436－ 61：24．11� 16．2�

（仏）

816 スイートガーデン 牝2鹿 54 藤岡 康太田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 494＋ 61：24．2� 175．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 103，642，700円 複勝： 166，326，100円 枠連： 69，382，200円
馬連： 329，030，300円 馬単： 161，924，700円 ワイド： 122，081，100円
3連複： 457，709，800円 3連単： 761，430，900円 計： 2，171，527，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 290円 � 390円 � 2，240円 枠 連（2－4） 2，040円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 11，490円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 8，030円 �� 9，080円

3 連 複 ��� 98，860円 3 連 単 ��� 614，810円

票 数

単勝票数 計1036427 的中 � 133864（4番人気）
複勝票数 計1663261 的中 � 171841（5番人気）� 117386（6番人気）� 16755（13番人気）
枠連票数 計 693822 的中 （2－4） 25214（11番人気）
馬連票数 計3290303 的中 �� 42362（25番人気）
馬単票数 計1619247 的中 �� 10401（47番人気）
ワイド票数 計1220811 的中 �� 17978（22番人気）�� 3698（61番人気）�� 3269（68番人気）
3連複票数 計4577098 的中 ��� 3417（207番人気）
3連単票数 計7614309 的中 ��� 914（1201番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．1―11．5―11．3―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．3―45．8―57．1―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル カ ン ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．8．3 小倉1着

2011．3．2生 牝2栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 3戦2勝 賞金 47，796，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤビジン号の騎手小牧太は，負傷のため秋山真一郎に変更。
※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。

3103611月9日 晴 良 （25京都5）第3日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時20分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

56 ハーロンベイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 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 460＋ 21：10．8 1．9�

45 サ ン レ ー ン 牝3鹿 54 M．バルザローナ H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 41：11．01� 8．2�

（英）

69 ランドクイーン 牝3栗 54 内田 博幸山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 472－ 41：11．21� 8．6�

57 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 太宰 啓介吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 436－ 4 〃 クビ 155．4�
22 � アートオブビーン 牝6鹿 55 和田 竜二岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 468－ 4 〃 アタマ 201．2�
711 ビナスイート 牝4栗 55 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 486＋121：11．3� 7．8�
11 カシノインカローズ 牝4鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 452＋ 41：11．4クビ 9．0	
710 シゲルアケビ 牝4鹿 55 戸崎 圭太森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 468－ 21：11．5� 64．7

44 メイショウユメゴゼ 牝4栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 456－ 4 〃 クビ 6．6�
813� ハイマウンテン 牝3鹿 54 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 438－ 21：11．81	 93．5�
68 タガノハピネス 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 2 〃 ハナ 53．8
812 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 浜中 俊トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460＋ 21：11．9クビ 34．6�
33 ランミネルバ 牝3鹿 54 川田 将雅�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 446＋ 61：12．85 217．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，889，600円 複勝： 96，680，000円 枠連： 33，157，300円
馬連： 131，561，300円 馬単： 85，271，000円 ワイド： 58，294，900円
3連複： 161，267，800円 3連単： 363，459，300円 計： 991，581，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 240円 � 220円 枠 連（4－5） 350円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 360円 �� 400円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 618896 的中 � 265050（1番人気）
複勝票数 計 966800 的中 � 312819（1番人気）� 80414（6番人気）� 96737（5番人気）
枠連票数 計 331573 的中 （4－5） 70140（1番人気）
馬連票数 計1315613 的中 �� 139480（2番人気）
馬単票数 計 852710 的中 �� 59225（3番人気）
ワイド票数 計 582949 的中 �� 42539（3番人気）�� 37200（5番人気）�� 12001（16番人気）
3連複票数 計1612678 的中 ��� 53608（9番人気）
3連単票数 計3634593 的中 ��� 37724（17番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―12．2―12．4

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

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

勝馬の
紹 介

ハーロンベイ �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．5．25 京都2着

2010．3．2生 牝3黒鹿 母 コージーベイ 母母 Composure 5戦3勝 賞金 25，500，000円
〔騎手変更〕 ランミネルバ号の騎手小牧太は，負傷のため川田将雅に変更。
※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。



（25京都5）第3日 11月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 146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

254，800，000円
2，080，000円
13，120，000円
2，010，000円
21，700，000円
56，042，000円
4，719，400円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
421，398，200円
767，086，200円
209，565，500円
950，419，100円
606，456，600円
409，448，200円
1，255，422，500円
2，500，062，600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
計 7，119，858，900円

総入場人員 18，663名 （有料入場人員 16，617名）
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