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3104911月16日 晴 稍重 （25京都5）第5日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

611 チーフアセスメント 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 41：11．7 1．8�

（仏）

610 ク ー ゲ ル 牡2栗 55 酒井 学幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 506± 0 〃 アタマ 10．5�
23 サウンドカール 牡2青鹿55 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 452＋ 61：12．12� 15．4�
34 ブラックソヴリン 牝2芦 54

51 ▲森 一馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442－ 61：12．84 127．1�
11 タガノエークラス 牡2栗 55 浜中 俊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 21：13．12 3．7�
47 ハピネスイズヒア 牡2栗 55 武 豊阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 448± 01：13．42 10．5	
713 カネツスペシャル 牝2鹿 54 武 幸四郎
カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 454＋ 21：13．5クビ 16．9�
22 ト ッ ト コ 牡2黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼中辻 明氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 414－ 8 〃 クビ 118．4�
712 エスコルピオン 牝2鹿 54

51 ▲原田 敬伍有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 466＋ 8 〃 ハナ 305．1
59 タマモパンテオン 牡2鹿 55 小林 徹弥タマモ
 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 B468－ 21：14．13� 381．5�
58 グッドウェーブ 牡2栗 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 442－ 61：14．41� 26．5�
46 スイートポーラ 牝2芦 54 和田 竜二シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 456－ 61：14．82� 205．5�
814 ビ ー ス テ ィ 牡2栗 55 福永 祐一小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 478± 01：14．9� 37．1�
35 テイエムスイテン 牡2芦 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 千代田牧場 514＋ 41：15．32� 248．3�
815 クラウンフラップ 牡2栗 55 国分 優作
クラウン 大根田裕之 浦河 向別牧場 462± 01：17．1大差 299．9�
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売 得 金
単勝： 17，959，600円 複勝： 39，882，400円 枠連： 8，893，100円
馬連： 33，449，000円 馬単： 25，806，700円 ワイド： 19，047，700円
3連複： 48，450，300円 3連単： 90，766，300円 計： 284，255，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 290円 枠 連（6－6） 810円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 680円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 10，710円

票 数

単勝票数 計 179596 的中 � 82166（1番人気）
複勝票数 計 398824 的中 � 188345（1番人気）� 31797（4番人気）� 21732（6番人気）
枠連票数 計 88931 的中 （6－6） 8176（3番人気）
馬連票数 計 334490 的中 �� 29065（3番人気）
馬単票数 計 258067 的中 �� 17102（4番人気）
ワイド票数 計 190477 的中 �� 16341（2番人気）�� 6792（8番人気）�� 2645（18番人気）
3連複票数 計 484503 的中 ��� 9029（12番人気）
3連単票数 計 907663 的中 ��� 6259（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．2―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 ・（1，4）10（3，11）8（6，9）15，13，2，5（14，12）7 4 ・（1，4）10（3，11）8（6，9，13）2（12，15）7（14，5）

勝馬の
紹 介

チーフアセスメント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Officer デビュー 2013．11．2 京都2着

2011．3．16生 牡2鹿 母 チーフオフィサーⅡ 母母 Guilty Pleasure 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンフラップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月16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。

3105011月16日 晴 良 （25京都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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

711 ダイヤモンドハイ 牝2鹿 54 武 幸四郎布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436＋ 61：35．2 9．6�
610 レッドメイヴ 牝2鹿 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 1．5�
34 マイネマレフィカ 牝2栗 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 436± 01：35．41� 16．9�

（仏）

11 ルールビクトリア 牝2栗 54 松山 弘平儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 466－10 〃 クビ 18．8�
58 リヴィエール 牝2芦 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 456＋ 2 〃 ハナ 11．8�
22 ヨッテウタッテ 牝2鹿 54 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 462± 01：35．5� 44．0	
33 ナムラキッス 牝2黒鹿54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 458－ 21：35．6クビ 21．6

813 ゴルトエルゼ 牝2黒鹿54 池添 謙一�下河辺牧場 高野 友和 日高 下河辺牧場 450＋141：35．81� 144．5�
712 メアリーアート 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 412＋ 2 〃 クビ 527．6
45 ケイティーズスター 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 442＋181：35．9� 25．2�

（仏）

814 ス ピ ナ ッ チ 牝2黒鹿54 川田 将雅橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 452± 0 〃 ハナ 7．9�
57 ウィステリアカフナ 牝2黒鹿 54

51 ▲森 一馬大迫 基弘氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 464＋ 6 〃 クビ 393．3�
46 チャオプラヤ 牝2鹿 54 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 428－ 21：36．22 30．4�
69 エイシンオーキッド 牝2鹿 54 国分 恭介�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 472＋ 21：36．62� 78．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，558，600円 複勝： 70，403，600円 枠連： 9，410，700円
馬連： 33，654，500円 馬単： 27，234，100円 ワイド： 19，760，300円
3連複： 49，057，500円 3連単： 94，804，400円 計： 325，883，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 230円 � 110円 � 330円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，410円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 19，110円

票 数

単勝票数 計 215586 的中 � 17737（3番人気）
複勝票数 計 704036 的中 � 37555（4番人気）� 462968（1番人気）� 22022（6番人気）
枠連票数 計 94107 的中 （6－7） 11664（3番人気）
馬連票数 計 336545 的中 �� 38473（3番人気）
馬単票数 計 272341 的中 �� 10063（9番人気）
ワイド票数 計 197603 的中 �� 19469（2番人気）�� 3074（20番人気）�� 8647（5番人気）
3連複票数 計 490575 的中 ��� 11826（11番人気）
3連単票数 計 948044 的中 ��� 3663（62番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―12．4―12．4―11．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．2―47．6―1：00．0―1：11．9―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドハイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．5 京都2着

2011．4．16生 牝2鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 レッドメイヴ号の騎手和田竜二は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第５日



3105111月16日 晴 良 （25京都5）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：46．0

良
良

12 � シ ン ガ ン 牡2青鹿55 岩田 康誠林 正道氏 松田 国英 愛 Castlemartin Sky
& Skymarc Farm 456＋ 41：49．5 3．9�

35 グロリアスカフェ 牡2黒鹿55 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 486± 01：50．03 7．1�
36 ルヴァンカー 牡2鹿 55 M．バルザローナ �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：50．21� 75．2�
（英）

612 サウンズオブアース 牡2黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 クビ 1．6�
（仏）

59 オペラハット 牡2鹿 55 小林 徹弥小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 B444＋ 61：50．41� 225．1�
48 ハイプレッシャー 牡2黒鹿55 小牧 太	ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 8 〃 ハナ 21．1

11 クニサキオペラ 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 452＋ 4 〃 ハナ 512．1�
24 バレーナボス 牡2栗 55 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 日高 大江牧場 462＋ 61：50．5	 70．2�
714 ティーエスギムレ 牡2栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 430＋ 2 〃 ハナ 231．4
510 ガ ル グ イ ユ 牡2栗 55 福永 祐一杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 496－ 21：50．6クビ 31．7�
815 キラノカリスマ 牡2鹿 55 国分 優作畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 412± 01：50．7
 15．8�
47 エネミーゼロ 牡2鹿 55 松山 弘平前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋101：50．8
 389．6�
816 ウルパラクア 牡2鹿 55 幸 英明金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 454＋12 〃 ハナ 72．5�
713 クールスティール 牡2鹿 55 水口 優也川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 454＋ 41：51．11	 454．6�
611 ハーレムシェイク �2鹿 55 国分 恭介 �二風谷ファーム 小崎 憲 熊本 有限会社

宮村牧場 420＋161：51．63 343．3�
23 シゲルエッチュウ 牡2鹿 55 古川 吉洋森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B446－ 41：52．55 244．4�
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売 得 金
単勝： 23，133，300円 複勝： 76，020，400円 枠連： 9，523，600円
馬連： 36，832，200円 馬単： 31，266，900円 ワイド： 21，978，200円
3連複： 57，780，400円 3連単： 114，700，800円 計： 371，235，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 260円 � 420円 � 2，510円 枠 連（1－3） 920円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，810円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 12，200円 3 連 単 ��� 36，380円

票 数

単勝票数 計 231333 的中 � 47784（2番人気）
複勝票数 計 760204 的中 � 90192（2番人気）� 47690（3番人気）� 6743（9番人気）
枠連票数 計 95236 的中 （1－3） 7643（4番人気）
馬連票数 計 368322 的中 �� 24629（4番人気）
馬単票数 計 312669 的中 �� 10864（7番人気）
ワイド票数 計 219782 的中 �� 12647（5番人気）�� 2888（17番人気）�� 1397（22番人気）
3連複票数 計 577804 的中 ��� 3498（25番人気）
3連単票数 計1147008 的中 ��� 2327（84番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．9―12．5―13．2―12．6―11．9―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．3―48．8―1：02．0―1：14．6―1：26．5―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 5，6（2，14）（4，15）（9，7）（1，12）（3，10）（13，16）（11，8） 4 5，6，14，2（4，15）16（9，7，12）（1，10）8（3，13，11）

勝馬の
紹 介

�シ ン ガ ン �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2013．8．18 函館3着

2011．3．23生 牡2青鹿 母 Madeira Mist 母母 Mountains of Mist 3戦1勝 賞金 8，100，000円
※クールスティール号・シゲルエッチュウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3105211月16日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25京都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

44 マッキーバッハ 牡8鹿 60 高田 潤薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 492＋ 83：20．5 5．2�
66 ノッティングボーイ 牡5鹿 60 上野 翔齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 502－ 83：21．03 12．6�
67 シゲルソウウン �6栗 60 平沢 健治森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 仲野牧場 540＋ 43：21．31� 1．5�
810 ラインレグルス 牡5鹿 60

57 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 506＋123：21．4� 10．9�
811 アルゴリズム 牡5芦 60 小坂 忠士前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 476＋ 63：22．03� 7．6�
33 アイファーハイカラ 牡6黒鹿60 林 満明中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 480＋103：22．21	 95．2�
55 テイエムシシーポス 牡3鹿 58 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 480＋ 63：22．3クビ 36．8	
22 アンジェロフォーグ 牡4黒鹿60 難波 剛健北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム 482＋ 43：24．1大差 30．6

11 
 ベネチアブルー 牝5黒鹿58 鈴木 慶太 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 450－163：24．41� 123．2�
78 ラフアウトラウド 牝3栗 56 小野寺祐太ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 454－ 23：25．46 102．3�
79 
 ヤマカツポセイドン 牡4黒鹿60 北沢 伸也山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 464－ 23：26．67 104．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，898，000円 複勝： 27，228，800円 枠連： 7，829，300円
馬連： 24，444，400円 馬単： 21，170，900円 ワイド： 12，201，400円
3連複： 34，023，400円 3連単： 78，345，700円 計： 219，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（4－6） 410円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 620円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 12，530円

票 数

単勝票数 計 138980 的中 � 21176（2番人気）
複勝票数 計 272288 的中 � 29326（2番人気）� 26490（3番人気）� 157229（1番人気）
枠連票数 計 78293 的中 （4－6） 14395（2番人気）
馬連票数 計 244444 的中 �� 5889（10番人気）
馬単票数 計 211709 的中 �� 3097（15番人気）
ワイド票数 計 122014 的中 �� 3754（10番人気）�� 22651（1番人気）�� 13449（3番人気）
3連複票数 計 340234 的中 ��� 28730（2番人気）
3連単票数 計 783457 的中 ��� 4618（37番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 50．2－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッキーバッハ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2008．1．19 京都1着

2005．3．29生 牡8鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 シゲルソウウン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シゲルソウウン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年12月16日まで出走できない。
※ノッティングボーイ号・ベネチアブルー号・ヤマカツポセイドン号・ラフアウトラウド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみ
なした。



3105311月16日 晴 稍重 （25京都5）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20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

24 ヴェルメンティーノ 牝2栗 54 秋山真一郎吉川 朋宏氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 440 ―1：25．5 8．8�
36 トーセンクラウド 牝2栗 54 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 474 ― 〃 クビ 1．8�
35 ハンマークラビア 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 ハナ 4．3�

（仏）

48 コウザンバニー 牝2栗 54 酒井 学山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム 458 ―1：26．24 28．8�
11 ワンダーライツ 牝2黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 468 ―1：26．3� 34．0	
612 アグネスアミニソル 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 440 ―1：26．83 39．8

（アグネスアミンソル）

23 ムーントラベラー 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 446 ―1：27．01 22．6�
（仏）

12 ミヤジレイナ 牝2黒鹿54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 丸幸小林牧場 436 ―1：27．53 89．3�
713 キョウエイカプリス 牝2鹿 54 国分 恭介田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 476 ―1：27．81� 11．5
59 ビ ナ シ ル ク 牝2栗 54 武 幸四郎井之口二三雄氏 清水 出美 浦河 鮫川 啓一 432 ―1：28．33 139．5�
816 シゲルシリベシ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 日高 木村牧場 478 ―1：28．4� 305．6�
510 トミケンユオスタ 牝2鹿 54 小牧 太冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 462 ―1：28．61� 129．8�
611 ク ロ ッ プ 牝2黒鹿54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム 506 ―1：28．91� 51．5�
47 ファーマティアラ 牝2鹿 54 松山 弘平中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 460 ―1：29．0� 390．7�
714 メサージュマロン 牝2栗 54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 小河 豊水 444 ―1：29．1� 16．9�
815 クニサキキャメロン 牝2鹿 54 国分 優作國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 452 ―1：30．16 81．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，715，100円 複勝： 28，743，000円 枠連： 13，584，000円
馬連： 31，331，900円 馬単： 22，717，800円 ワイド： 17，906，000円
3連複： 43，753，900円 3連単： 71，970，800円 計： 251，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 190円 � 110円 � 140円 枠 連（2－3） 380円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 290円 �� 500円 �� 190円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 217151 的中 � 19652（3番人気）
複勝票数 計 287430 的中 � 27529（3番人気）� 94652（1番人気）� 55995（2番人気）
枠連票数 計 135840 的中 （2－3） 26675（1番人気）
馬連票数 計 313319 的中 �� 31871（2番人気）
馬単票数 計 227178 的中 �� 8060（6番人気）
ワイド票数 計 179060 的中 �� 14622（2番人気）�� 7459（5番人気）�� 29257（1番人気）
3連複票数 計 437539 的中 ��� 38368（1番人気）
3連単票数 計 719708 的中 ��� 7831（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．3―47．3―59．3―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルメンティーノ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hussonet 初出走

2011．3．18生 牝2栗 母 ド メ ー ヌ 母母 Walkabout 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 タマモグラッセ号
※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。

3105411月16日 晴 良 （25京都5）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時50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

612� エイシンブルズアイ 牡2栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 454 ―1：37．4 1．5�
48 マイネルセプター 牡2鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 猪野毛牧場 460 ―1：37．71� 117．7�
11 ジョーウォルター 牡2鹿 55 松山 弘平上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 466 ―1：37．91	 23．8�
47 ディアレクラン 牝2鹿 54 藤田 伸二ディアレスト 山内 研二 新ひだか 八田ファーム 462 ― 〃 ハナ 68．5�
23 ピ ノ 牝2鹿 54 幸 英明廣崎 玲子氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 470 ― 〃 ハナ 81．8�
24 ブラックカイト 牡2黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 460 ― 〃 クビ 89．4	
59 トップボンバー 牡2鹿 55 浜中 俊
コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 438 ― 〃 ハナ 93．9�
510 ボージェスト 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460 ―1：38．11 3．7�

（仏）

36 タガノクルクス 牝2栗 54 四位 洋文八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448 ―1：38．2
 29．5

817 アズマムーン 牡2鹿 55 川田 将雅東 哲次氏 河内 洋 日高 日高大洋牧場 468 ― 〃 ハナ 21．0�
35 メイショウブーケ 牝2栗 54 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 460 ―1：38．94 22．3�
611 ヤマニンカリヨン 牡2鹿 55 岩田 康誠土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 476 ―1：39．0
 144．3�
12 アイファーデューク 牡2黒鹿55 国分 恭介中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 412 ― 〃 クビ 463．7�
713 ウインアルチザン 牡2鹿 55

52 ▲岩崎 翼�ウイン 梅田 智之 新ひだか 幌村牧場 470 ―1：39．21	 383．6�
714 ソネットライター 牝2黒鹿54 M．デムーロ �グリーンファーム角田 晃一 千歳 社台ファーム 426 ―1：39．3� 19．5�

（仏）

816 エーティーヤッホー 牡2栗 55 国分 優作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか キヨタケ牧場 480 ―1：39．4
 215．7�
（16頭）

815 ダイゴセイリュウ 牡2青 55 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 日高 細川牧場 494 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，945，800円 複勝： 41，884，700円 枠連： 13，572，200円
馬連： 37，755，100円 馬単： 32，889，900円 ワイド： 19，814，300円
3連複： 48，388，000円 3連単： 98，403，600円 計： 318，653，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，130円 � 340円 枠 連（4－6） 2，310円

馬 連 �� 7，100円 馬 単 �� 9，150円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 560円 �� 8，960円

3 連 複 ��� 23，700円 3 連 単 ��� 86，770円

票 数

単勝票数 差引計 259458（返還計 873） 的中 � 142802（1番人気）
複勝票数 差引計 418847（返還計 1589） 的中 � 214049（1番人気）� 4859（12番人気）� 19976（4番人気）
枠連票数 計 135722 的中 （4－6） 4348（7番人気）
馬連票数 差引計 377551（返還計 3257） 的中 �� 3927（17番人気）
馬単票数 差引計 328899（返還計 3098） 的中 �� 2653（25番人気）
ワイド票数 差引計 198143（返還計 2348） 的中 �� 2045（22番人気）�� 9598（3番人気）�� 515（57番人気）
3連複票数 差引計 483880（返還計 9024） 的中 ��� 1507（57番人気）
3連単票数 差引計 984036（返還計 16915） 的中 ��� 837（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―37．7―50．6―1：03．0―1：14．7―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．4
3 ・（7，8）12（3，9）17（1，5）16（10，13，6）（2，4）14，11 4 7，8（3，12）9，17，1（5，16）（10，13，6）（2，4）（11，14）

勝馬の
紹 介

�エイシンブルズアイ �
�
父 Belgravia �

�
母父 Siphon 初出走

2011．4．6生 牡2栗 母 Miss Fear Factor 母母 Puddlejump 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ダイゴセイリュウ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※ソネットライター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3105511月16日 晴 稍重 （25京都5）第5日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

35 エーシンヘディング 牡3鹿 55 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 470± 01：50．0 175．8�
24 タマモプラネット 牡3芦 55 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 480± 01：50．32 29．2�
23 カレングラスジョー 牡3栗 55 M．デムーロ鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 512－ 21：50．4� 6．9�

（仏）

59 キングスバーン 牡4鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 508± 01：50．5クビ 30．4�
36 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 498＋12 〃 ハナ 68．7�
12 ウォーシップマーチ 牡3黒鹿55 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 460± 01：50．6� 5．9	
48 オ レ ア リ ア 牡3黒鹿55 浜中 俊 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 510＋14 〃 クビ 39．0�
11 スズカルパン 牡4鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474± 01：51．02� 14．7�
714 トゥルーフレンド 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 482＋ 41：51．31� 270．8
612 サダムダイジョウブ 牡3青 55 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 2 〃 クビ 10．6�
611 ルスナイスナイパー 牡4栗 57 秋山真一郎
髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 456＋ 41：51．51 2．0�
510 ミッキークリスエス 牡4黒鹿57 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 536＋ 41：51．71� 9．9�

（仏）

815 キングベイビー 牝3黒鹿53 岩田 康誠前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448＋ 21：51．8クビ 38．1�

47 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 448－ 41：51．9� 81．6�
816 テイエムオオラジャ 牡3鹿 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 B544＋ 81：53．49 222．3�
713 マイネルコンキスタ 牡4鹿 57 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 492＋ 81：53．82� 48．1�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，660，400円 複勝： 48，477，400円 枠連： 15，542，000円
馬連： 53，533，100円 馬単： 33，924，600円 ワイド： 27，993，300円
3連複： 74，613，500円 3連単： 120，580，600円 計： 403，324，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，580円 複 勝 � 3，800円 � 830円 � 290円 枠 連（2－3） 10，960円

馬 連 �� 215，890円 馬 単 �� 447，080円

ワ イ ド �� 47，430円 �� 11，790円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 437，030円 3 連 単 ��� 4，943，810円

票 数

単勝票数 計 286604 的中 � 1285（14番人気）
複勝票数 計 484774 的中 � 2964（15番人気）� 14768（8番人気）� 51724（3番人気）
枠連票数 計 155420 的中 （2－3） 1047（25番人気）
馬連票数 計 535331 的中 �� 183（108番人気）
馬単票数 計 339246 的中 �� 56（212番人気）
ワイド票数 計 279933 的中 �� 144（114番人気）�� 582（71番人気）�� 2025（34番人気）
3連複票数 計 746135 的中 ��� 126（357番人気）
3連単票数 計1205806 的中 ��� 18（2644番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．8―12．3―12．7―12．4―12．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―36．2―48．5―1：01．2―1：13．6―1：25．6―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンヘディング �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Mi Cielo デビュー 2012．11．24 京都8着

2010．5．6生 牡3鹿 母 バーモントガール 母母 Raging Apalachee 10戦2勝 賞金 12，490，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カノヤプレジデント号・トゥヴァビエン号
※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。

3105611月16日 晴 稍重 （25京都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）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000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

815� サウンドガガ 牝4黒鹿55 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

492＋121：10．4 4．8�
816 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿57 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 476＋ 61：10．5	 6．9�
11 タッチシタイ 牡3栗 56 秋山真一郎小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 488＋ 6 〃 クビ 42．8�
12 � アースゼウス 牡3栗 56 M．デムーロ �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

506＋ 61：10．6
 2．3�
（仏）

611 キンシザイル 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 486＋ 81：10．81� 32．4�
510 テイクファイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476－ 4 〃 クビ 24．6	
36 � ウエストハーバー 牡5栗 57 小牧 太加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 532－ 41：10．9クビ 226．2

24 ガ ク ニ ホ シ 牡7鹿 57 池添 謙一矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 494＋ 6 〃 クビ 41．5�
48 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 476＋ 21：11．0	 39．0�
713� リアリーサムシング 牡5栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 484－ 21：11．1	 39．1
23 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 国分 恭介山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 502＋ 21：11．31� 20．8�
612 ヤマニンアルシェ 牡5鹿 57

54 ▲森 一馬土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 528＋ 2 〃 クビ 77．6�
714� ストームジャガー 牡3鹿 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 500＋161：12．04 8．0�
（仏）

47 コ ロ カ ム イ 5栗 57
54 ▲原田 敬伍蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 480＋ 41：12．1クビ 39．6�
59 キンショーユウジャ 牡5栗 57 M．バルザローナ 礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 492＋ 6 〃 クビ 187．6�

（英）

35 トップフライアー 牡4青鹿57 藤田 伸二井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 490＋ 41：15．5大差 12．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，322，500円 複勝： 44，573，000円 枠連： 17，569，000円
馬連： 54，484，600円 馬単： 31，633，000円 ワイド： 27，755，300円
3連複： 75，035，700円 3連単： 116，921，200円 計： 394，294，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 230円 � 830円 枠 連（8－8） 1，370円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 590円 �� 3，550円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 18，890円 3 連 単 ��� 64，400円

票 数

単勝票数 計 263225 的中 � 43689（2番人気）
複勝票数 計 445730 的中 � 58861（2番人気）� 55604（3番人気）� 11457（12番人気）
枠連票数 計 175690 的中 （8－8） 9498（4番人気）
馬連票数 計 544846 的中 �� 29644（4番人気）
馬単票数 計 316330 的中 �� 8764（7番人気）
ワイド票数 計 277553 的中 �� 12573（4番人気）�� 1849（43番人気）�� 2115（40番人気）
3連複票数 計 750357 的中 ��� 2933（67番人気）
3連単票数 計1169212 的中 ��� 1340（178番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドガガ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Phone Trick デビュー 2011．12．24 阪神6着

2009．5．3生 牝4黒鹿 母 Whistle Call 母母 Find Happiness 14戦4勝 賞金 38，157，000円
〔制裁〕 ヤマニンアルシェ号の騎手森一馬は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トップフライアー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月16日まで平地

競走に出走できない。
※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 アフリカンハンター号・トキノゲンジ号・ミラクルルーマー号・ヤマニンメンヒル号・ラインオブナイト号
※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16日 晴 稍重 （25京都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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：52．1
1：50．9

不良
不良

79 メイショウイチオシ 牡2黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 522＋161：51．7レコード 6．8�
44 タガノハヤテ 牡2栗 55 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 480＋ 41：51．91� 1．9�
22 サトノバリアント 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446＋ 61：52．75 8．5�

（仏）

78 セレッソレアル 牝2栗 54 武 豊三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 466＋ 21：52．91� 36．4�
66 � マ ス ク ゾ ロ 牡2黒鹿55 幸 英明門野 重雄氏 岡田 稲男 米

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

540＋ 21：53．0	 7．1�
33 サトノスーペリア 牡2黒鹿55 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 458－ 41：53．1
 19．7�
11 メイショウスミトモ 牡2鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480＋161：53．31� 37．2	
55 ヤマノボンバー 牡2芦 55 岩崎 翼澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 436－ 8 〃 クビ 86．3

810 ニューヘリテージ 牡2栗 55 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 安原 実 476＋10 〃 アタマ 7．2�
67 ナムラユキヒメ 牝2栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 420－ 41：53．4クビ 53．0�
811 マルカロゼッタ 牡2栗 55 岩田 康誠河長産業 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 41：54．25 22．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，101，500円 複勝： 50，353，800円 枠連： 14，785，700円
馬連： 78，181，600円 馬単： 47，539，000円 ワイド： 30，957，600円
3連複： 92，123，800円 3連単： 180，379，100円 計： 526，422，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 120円 � 200円 枠 連（4－7） 580円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 270円 �� 690円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計 321015 的中 � 37241（2番人気）
複勝票数 計 503538 的中 � 71410（2番人気）� 152748（1番人気）� 52646（5番人気）
枠連票数 計 147857 的中 （4－7） 18909（1番人気）
馬連票数 計 781816 的中 �� 86477（1番人気）
馬単票数 計 475390 的中 �� 18707（5番人気）
ワイド票数 計 309576 的中 �� 31357（1番人気）�� 9675（8番人気）�� 26336（3番人気）
3連複票数 計 921238 的中 ��� 52549（2番人気）
3連単票数 計1803791 的中 ��� 16901（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．6―50．6―1：03．6―1：16．0―1：27．9―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウイチオシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．9．21 阪神5着

2011．5．9生 牡2黒鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 3戦2勝 賞金 15，452，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31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。

3105811月16日 晴 良 （25京都5）第5日 第10競走 ��
��2，400�

た か お

高 雄 特 別
発走15時05分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，24．11．17以降25．11．10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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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

55 メイショウタマカゼ 牡4栗 55 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 456＋162：25．9 22．7�
22 エーティータラント 牡3芦 54 酒井 学荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 500＋ 82：26．11� 6．6�
33 サカジロオー 牡4栗 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 456± 0 〃 ハナ 9．6�
44 タガノレイヨネ 牡4栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 62：26．31� 5．1�
11 グッドカフェ 	5青鹿55 武 豊杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 484＋ 42：26．4
 14．1�
66 アドマイヤスピカ 牡3栗 55 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 486± 02：26．61� 2．0�
77 マイネルアイザック 牡4黒鹿56 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456± 02：26．7
 8．6

89 スリーロブロイ 牡4鹿 54 和田 竜二永井商事	 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 62：26．9
 80．3�
78 ウエスタンディオ 牡6鹿 54 福永 祐一西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 488－ 22：27．43 70．2�
810 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿54 四位 洋文原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 490－ 22：28．25 29．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，590，400円 複勝： 43，021，900円 枠連： 15，135，500円
馬連： 79，800，500円 馬単： 49，229，000円 ワイド： 31，856，400円
3連複： 100，930，200円 3連単： 216，139，100円 計： 564，703，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 530円 � 230円 � 280円 枠 連（2－5） 6，800円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 15，860円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，760円 �� 740円

3 連 複 ��� 14，420円 3 連 単 ��� 114，930円

票 数

単勝票数 計 285904 的中 � 9931（7番人気）
複勝票数 計 430219 的中 � 18733（7番人気）� 55995（4番人気）� 42076（5番人気）
枠連票数 計 151355 的中 （2－5） 1643（25番人気）
馬連票数 計 798005 的中 �� 9171（22番人気）
馬単票数 計 492290 的中 �� 2292（49番人気）
ワイド票数 計 318564 的中 �� 4324（22番人気）�� 4365（21番人気）�� 11151（10番人気）
3連複票数 計1009302 的中 ��� 5166（46番人気）
3連単票数 計2161391 的中 ��� 1388（289番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．0―13．1―12．7―12．7―12．7―12．6―11．7―11．5―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．4―36．4―49．5―1：02．2―1：14．9―1：27．6―1：40．2―1：51．9―2：03．4―2：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F34．0
1
3
4－7，1，8（3，5）2，10（6，9）
4，5－（1，7）（3，8）2，6（9，10）

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

勝馬の
紹 介

メイショウタマカゼ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．3．4 阪神8着

2009．4．27生 牡4栗 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ 23戦4勝 賞金 48，763，000円



3105911月16日 晴 良 （25京都5）第5日 第11競走 ��
��2，000�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．11．17以降25．11．10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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

57 コアレスドラード 牡5栗 55 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 454± 02：00．9 12．3�
11 カネトシマーシャル 牡5鹿 56 藤岡 康太兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 506± 02：01．0� 21．7�
44 キャトルフィーユ 牝4鹿 53 M．バルザローナ �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 460－12 〃 クビ 7．5�

（英）

813 ツルミプラチナム 牡6黒鹿54 福永 祐一�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 476± 02：01．1クビ 58．9�
56 インパラトール 牡3鹿 55 和田 竜二榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 前川ファーム 508－ 2 〃 クビ 4．1	
33 クランモンタナ 牡4芦 56 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 B484± 0 〃 ハナ 3．3


（仏）

68 シルクランスロット 牡6栗 53 武 幸四郎有限会社シルク中村 均 日高 ヤナガワ牧場 518± 02：01．2� 60．2�
45 ベストクルーズ 牝6芦 54 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 444＋ 22：01．3� 20．9�
710 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468－ 22：01．51� 4．4

（仏）

69 スマートリバティー 牡5鹿 55 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 456＋ 22：01．71	 11．1�
812 アグネスミヌエット 牝8鹿 51 岩崎 翼渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 438－ 42：01．91 206．2�
711 ヤマカツゴールド 牡7栗 53 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 480± 02：02．53	 231．6�
22 エーシンジャッカル 牡5黒鹿57 幸 英明�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 478－ 22：05．5大差 23．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，576，000円 複勝： 92，895，000円 枠連： 39，445，000円
馬連： 206，087，800円 馬単： 105，949，700円 ワイド： 74，766，500円
3連複： 260，793，500円 3連単： 494，257，400円 計： 1，329，770，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 400円 � 610円 � 280円 枠 連（1－5） 3，670円

馬 連 �� 12，580円 馬 単 �� 22，420円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 1，550円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 26，160円 3 連 単 ��� 192，590円

票 数

単勝票数 計 555760 的中 � 35814（6番人気）
複勝票数 計 928950 的中 � 60777（6番人気）� 36525（9番人気）� 98676（4番人気）
枠連票数 計 394450 的中 （1－5） 7936（12番人気）
馬連票数 計2060878 的中 �� 12091（34番人気）
馬単票数 計1059497 的中 �� 3489（65番人気）
ワイド票数 計 747665 的中 �� 5623（34番人気）�� 12036（22番人気）�� 9801（26番人気）
3連複票数 計2607935 的中 ��� 7359（82番人気）
3連単票数 計4942574 的中 ��� 1894（498番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．2―38．4―51．1―1：03．0―1：14．9―1：26．2―1：37．5―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．7
1
3
・（3，4）11（5，9）8（1，12）13（7，10）－6－2・（8，13）（3，4，9）（5，1，12）11（7，10）（6，2）

2
4

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

コアレスドラード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Bellotto デビュー 2011．1．8 京都7着

2008．3．14生 牡5栗 母 ラスブライティア 母母 Rass Dancer 32戦5勝 賞金 97，474，000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。

3106011月16日 晴 良 （25京都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 9，900，000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
1：19．3
1：19．0

良
良

11 オースミイージー 牡5鹿 57 和田 竜二�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 494－ 41：22．1 31．2�
58 ダンスディレクター 牡3鹿 56 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 438－ 41：22．2� 1．8�
22 ダイナミックガイ 牡3栗 56 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 482＋ 21：22．3� 12．3�
57 アドマイヤオウジャ 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456－ 21：22．51	 8．4�
814 ルナフォンターナ 牝4栗 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 2 〃 ハナ 4．7�
（英）

610 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 486＋ 2 〃 ハナ 147．7	
69 ラインアンジュ 牝5鹿 55 四位 洋文大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 498＋ 2 〃 アタマ 7．4

46 ビットスターダム 牡5芦 57 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466± 01：22．6
 87．2�
45 スリーアルテミス 牝5鹿 55 M．デムーロ永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B472＋141：22．7� 70．4�

（仏）

33 シンコープリンス 牡6青鹿57 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 466＋ 6 〃 ハナ 25．1
712 タイセイジーニアス 牡5黒鹿57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 468＋ 21：23．02 195．9�
34 リアリティー 牝3鹿 54 藤田 伸二小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 466－ 21：23．42� 70．3�
813� スターペスジンタ 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 448＋ 81：23．61	 278．3�
711� ゴールドディガー 牡5栗 57 水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 474－ 61：24．02� 370．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，124，000円 複勝： 88，711，400円 枠連： 29，254，600円
馬連： 114，775，200円 馬単： 86，524，700円 ワイド： 53，250，700円
3連複： 150，876，300円 3連単： 384，017，900円 計： 962，534，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 410円 � 110円 � 320円 枠 連（1－5） 1，840円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，880円 �� 460円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 69，300円

票 数

単勝票数 計 551240 的中 � 13959（7番人気）
複勝票数 計 887114 的中 � 37013（6番人気）� 356178（1番人気）� 51900（5番人気）
枠連票数 計 292546 的中 （1－5） 11735（7番人気）
馬連票数 計1147752 的中 �� 39034（8番人気）
馬単票数 計 865247 的中 �� 7467（24番人気）
ワイド票数 計 532507 的中 �� 15322（9番人気）�� 6543（20番人気）�� 30603（5番人気）
3連複票数 計1508763 的中 ��� 18774（19番人気）
3連単票数 計3840179 的中 ��� 4090（162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．0―11．8―11．7―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．4―48．2―59．9―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．9
3 ・（4，5）10（1，3，14）13，2（8，12）（9，6，7）11 4 ・（4，5）10（1，3，14）（2，13，7）（8，12）（9，6）－11

勝馬の
紹 介

オースミイージー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2010．9．5 小倉1着

2008．4．30生 牡5鹿 母 ナリタレインボウ 母母 オオシマルチア 21戦3勝 賞金 38，845，000円
〔制裁〕 ダンスディレクター号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
※リアリティー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25京都5）第5日 11月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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

198，980，000円
4，160，000円
7，620，000円
1，060，000円
17，690，000円
63，215，500円
4，898，200円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
350，585，200円
652，195，400円
194，544，700円
784，329，900円
515，886，300円
357，287，700円
1，035，826，500円
2，061，286，900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 5，951，942，600円

総入場人員 16，591名 （有料入場人員 14，649名）
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