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2802510月14日 晴 重 （26京都4）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

611 ライドオンウインド 牡2栗 55 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 492＋ 41：53．6 2．4�
713 シンゼンガンプ 牡2鹿 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462＋ 2 〃 ハナ 6．6�
59 バ ン ペ イ ユ 牡2鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 504＋ 61：54．13 14．2�
35 ルナマジック 牡2鹿 55 幸 英明ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 484－ 61：54．31� 45．6�
612 セルリアンコスモ 牡2鹿 55 和田 竜二�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 504＋101：54．4� 11．3	
48 コ ン コ ー ド 牡2鹿 55 福永 祐一林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 524＋ 81：54．61� 5．4

816 ダ ン カ ン 牡2鹿 55 菱田 裕二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 446－ 21：54．8� 181．7�
815 メイショウクオン 牡2鹿 55

53 △岩崎 翼松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 500± 01：54．9� 37．4
714 ワンダーショット 牡2鹿 55

52 ▲小崎 綾也 �サンデーレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋181：55．53� 53．8�

11 カラーラビアンコ 牡2芦 55
53 △松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 474＋ 4 〃 アタマ 12．9�
12 メイショウカシュウ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 492＋ 21：55．81� 22．2�
510 ミスタービッグ 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 440－ 41：56．01� 236．2�
24 デンコウコハク 牝2栗 54 小林 徹弥田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 444－ 21：57．49 129．3�
36 リベルタンゴ 牝2栗 54 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 504－ 21：58．67 9．3�
23 プリンセスロジカル 牝2鹿 54 国分 恭介田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 478－ 22：01．0大差 313．8�
47 コンフェッシオン 牝2栗 54 小牧 太 �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482＋102：01．85 33．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，650，800円 複勝： 25，548，300円 枠連： 6，909，600円
馬連： 34，069，500円 馬単： 17，560，900円 ワイド： 19，757，400円
3連複： 49，891，400円 3連単： 68，753，500円 計： 238，141，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 240円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 290円 �� 450円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 6，810円

票 数

単勝票数 計 156508 的中 � 51572（1番人気）
複勝票数 計 255483 的中 � 75173（1番人気）� 34494（2番人気）� 19832（6番人気）
枠連票数 計 69096 的中 （6－7） 8886（1番人気）
馬連票数 計 340695 的中 �� 37031（1番人気）
馬単票数 計 175609 的中 �� 11193（1番人気）
ワイド票数 計 197574 的中 �� 18935（1番人気）�� 11176（3番人気）�� 5516（9番人気）
3連複票数 計 498914 的中 ��� 19026（2番人気）
3連単票数 計 687535 的中 ��� 7315（3番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―13．5―13．4―12．8―12．9―12．7―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―37．1―50．5―1：03．3―1：16．2―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．4
1
3
7，11（6，16）8，15（4，9）12，5，2（1，3）－10，14，13・（13，11）16（7，8，15）（6，9，12）（4，5，14）（2，1，3）－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライドオンウインド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 函館10着

2012．5．7生 牡2栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンセスロジカル号・コンフェッシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年11月14日まで平地競走に出走できない。

2802610月14日 晴 重 （26京都4）第3日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時20分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

714 タイセイラビッシュ 牡2鹿 55 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 21：25．7 4．4�
23 プレシャスルージュ 牡2黒鹿 55

53 △松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 ハナ 8．1�
816 ライムチェイサー 牡2鹿 55 藤岡 康太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462± 0 〃 クビ 18．6�
611 ハ ヤ イ ガ ナ 牡2栗 55 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 476＋141：26．01� 23．7�
35 � ウ リ ボ ー 牡2栗 55 武 豊冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 506－101：26．21	 1．6�
47 マルカメテオ 牡2栗 55 松山 弘平河長産業	 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 466＋161：26．51� 48．1

59 オールブラッシュ 牡2黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474± 01：26．92
 62．8�

612 ミスターベアー 牡2栗 55 福永 祐一岡 浩二氏 石橋 守 熊本 村山 光弘 484－141：27．64 64．7�
36 ヒデノプラチナ 牡2鹿 55

53 △岩崎 翼大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 404－ 61：27．7クビ 305．4

11 セイセイセイ 牡2鹿 55 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 436± 01：28．12
 155．2�
510 ゴールドバンカー 牡2栗 55

52 ▲義 英真磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 434＋141：28．3� 310．1�
48 ビップチャーチャン 牝2栗 54 D．ペロヴィッチ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 430－ 41：28．72
 126．1�

（伊）

12 フ ィ エ ル テ 牝2鹿 54 和田 竜二	ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 41：28．8� 22．9�

24 � シゲルエベッサン 牡2鹿 55 古川 吉洋森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca
Farm 482＋121：28．9クビ 64．0�

713 シゲルウチワマツリ 牝2鹿 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 宝寄山 忠則 450＋ 21：29．0� 418．0�
815 タガノポジターノ 牡2芦 55 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470± 01：29．21 20．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，273，400円 複勝： 38，686，100円 枠連： 9，551，100円
馬連： 38，391，300円 馬単： 25，335，600円 ワイド： 20，705，700円
3連複： 57，816，300円 3連単： 96，388，900円 計： 307，148，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 220円 � 360円 � 650円 枠 連（2－7） 1，490円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，030円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 8，620円 3 連 単 ��� 29，360円

票 数

単勝票数 計 202734 的中 � 36594（2番人気）
複勝票数 計 386861 的中 � 53966（2番人気）� 27001（3番人気）� 13613（4番人気）
枠連票数 計 95511 的中 （2－7） 4944（5番人気）
馬連票数 計 383913 的中 �� 18082（5番人気）
馬単票数 計 253356 的中 �� 6505（9番人気）
ワイド票数 計 207057 的中 �� 10000（3番人気）�� 5123（12番人気）�� 2597（20番人気）
3連複票数 計 578163 的中 ��� 5025（24番人気）
3連単票数 計 963889 的中 ��� 2380（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．2―47．7―1：00．3―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 5（7，14）（3，16，11）－6，15，12（13，1）（4，9）（2，8，10） 4 5（7，14）（3，16，11）－6，12（15，1）9（4，10）（2，13）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイラビッシュ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．31 小倉3着

2012．2．19生 牡2鹿 母 ギンザフローラル 母母 ストロングウィドウ 4戦1勝 賞金 8，100，000円
※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 キンシノホマレ号・フェブグレイトフル号・マーガレットペスカ号
※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。

第４回 京都競馬 第３日〔代替競馬〕



2802710月14日 曇 稍重 （26京都4）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時50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

58 マジックシャトル 牡2栗 55 浜中 俊林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 478＋141：09．7 14．1�
34 カレンローザネーラ 牝2鹿 54 岩田 康誠鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 450± 0 〃 ハナ 1．5�
713 テイクウォーニング 牝2栗 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 41：10．01� 5．9�
712 ドナソレイユ 牝2鹿 54 横山 典弘山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 436＋ 41：10．21� 9．4�
22 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54

52 △岩崎 翼竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 422＋ 61：10．3� 16．8�
11 ナ ン シ ー 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 426± 01：10．4	 31．6�
47 ワンダーグロワール 牡2鹿 55

52 ▲城戸 義政山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 482＋ 41：10．5クビ 186．7	
59 カシノサクセス 牡2黒鹿55 幸 英明柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 458＋ 61：10．6	 66．3

610 グッドピアス 牝2栗 54 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 414＋ 2 〃 ハナ 39．0�
611 ダンツストーン 牝2栗 54 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 444± 0 〃 クビ 81．6�
35 マヤジョワイユ 牝2鹿 54 酒井 学まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 452＋ 41：10．7クビ 113．0�
815 ニホンピロヘーラー 牝2鹿 54 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 492＋ 2 〃 クビ 14．9�
46 カシノマッハ 牡2栗 55 
島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 466＋ 41：10．8� 215．3�
23 イ チ ザ ラ ブ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 418＋101：11．01� 92．6�
814 コウエイサンクス 牡2鹿 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 502± 01：14．3大差 388．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，393，600円 複勝： 32，955，500円 枠連： 12，064，100円
馬連： 47，786，100円 馬単： 27，028，900円 ワイド： 24，270，100円
3連複： 56，999，100円 3連単： 98，664，900円 計： 323，162，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 240円 � 110円 � 130円 枠 連（3－5） 780円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，020円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 14，270円

票 数

単勝票数 計 233936 的中 � 13263（4番人気）
複勝票数 計 329555 的中 � 20261（4番人気）� 128059（1番人気）� 56535（2番人気）
枠連票数 計 120641 的中 （3－5） 11870（2番人気）
馬連票数 計 477861 的中 �� 42007（3番人気）
馬単票数 計 270289 的中 �� 7846（8番人気）
ワイド票数 計 242701 的中 �� 14141（3番人気）�� 5230（11番人気）�� 32196（1番人気）
3連複票数 計 569991 的中 ��� 27331（3番人気）
3連単票数 計 986649 的中 ��� 5010（35番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2014．7．5 函館9着

2012．3．16生 牡2栗 母 デイトナイト 母母 Bay Magic 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウエイサンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月14日まで平地

競走に出走できない。

2802810月14日 晴 稍重 （26京都4）第3日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （芝・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
1：32．3
1：32．3

良
良

611 グレイスフルワード 牝2鹿 54 岩田 康誠 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：35．6 7．8�

714 ダ ン シ ン グ 牝2栗 54 D．ペロヴィッチ 副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 504 ―1：35．91� 52．0�
（伊）

47 スキースクール 牝2青鹿54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474 ―1：36．64 28．0�

35 グロッシュラー 牝2黒鹿 54
52 △松若 風馬�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 464 ― 〃 クビ 119．4�

817 クライミングローズ 牝2青鹿54 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432 ―1：36．7クビ 3．8	

24 ゴールデンボーダー 牝2栗 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 460 ― 〃 アタマ 38．7

23 トラストニーケー 牝2鹿 54 川田 将雅菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 498 ― 〃 ハナ 4．1�
48 ロイヤルヴォルト 牝2鹿 54 福永 祐一飯田 政子氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：36．91� 5．4�
12 ボーベルレーヌ 牝2黒鹿54 酒井 学 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 458 ―1：37．0� 15．3
11 ツァリーツァ 牝2栗 54 菱田 裕二増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 大典牧場 472 ―1：37．1クビ 29．9�
510 ウインカルミナ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 436 ―1：37．2� 24．4�
715 ナムラクロワッサン 牝2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 464 ― 〃 ハナ 29．1�
612 アイノフシギ 牝2栗 54 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 クビ 67．3�
59 ラホーヤビーチ 牝2青鹿54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460 ―1：37．3クビ 102．6�
36 イエスマインド 牝2鹿 54

51 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 498 ―1：37．51� 94．9�
816 ジンダバイン 牝2黒鹿54 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ― 〃 アタマ 9．3�
713 アグネスファイン 牝2青鹿54 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 444 ―1：37．6� 44．7�
818 エ イ ジ ヤ 牝2鹿 54 田中 博康MYI馬主組合 今野 貞一 日高 横井 忠幸 422 ―1：37．81 130．4�
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売 得 金
単勝： 18，571，300円 複勝： 26，361，500円 枠連： 13，793，500円
馬連： 42，435，900円 馬単： 22，190，700円 ワイド： 22，992，900円
3連複： 57，586，600円 3連単： 80，300，700円 計： 284，233，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 1，580円 � 740円 枠 連（6－7） 4，600円

馬 連 �� 38，330円 馬 単 �� 57，190円

ワ イ ド �� 9，810円 �� 3，050円 �� 12，900円

3 連 複 ��� 191，100円 3 連 単 ��� 1，238，680円

票 数

単勝票数 計 185713 的中 � 18920（4番人気）
複勝票数 計 263615 的中 � 30427（4番人気）� 3911（14番人気）� 8870（9番人気）
枠連票数 計 137935 的中 （6－7） 2323（17番人気）
馬連票数 計 424359 的中 �� 858（70番人気）
馬単票数 計 221907 的中 �� 291（129番人気）
ワイド票数 計 229929 的中 �� 602（71番人気）�� 1967（31番人気）�� 457（85番人気）
3連複票数 計 575866 的中 ��� 226（325番人気）
3連単票数 計 803007 的中 ��� 47（1964番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．5―47．4―59．4―1：11．4―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．2
3 ・（3，14）－（5，10）11（1，4）7（9，16）2（13，18）（12，17）（8，15）6 4 ・（3，14）－（5，10）11（1，4）7，2，16（13，9，15，6）（12，18）（8，17）

勝馬の
紹 介

グレイスフルワード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2012．2．18生 牝2鹿 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 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。



2802910月14日 晴 良 （26京都4）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時10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

66 ベ ル ー フ 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474 ―2：06．0 2．7�

44 グリュイエール 牡2芦 55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 1．8�

11 チャリスウェル 牡2鹿 55 小牧 太 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 506 ―2：06．63� 17．2�
33 タガノフォーエバー 牡2鹿 55 池添 謙一八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520 ―2：06．91� 10．2�
22 スマートシルフ 牡2黒鹿55 武 豊大川 徹氏 松田 国英 日高 増尾牧場 500 ―2：07．0クビ 6．9	
55 ウイングアクティブ 牡2鹿 55 和田 竜二池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 458 ―2：07．95 20．0
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売 得 金
単勝： 21，882，800円 複勝： 21，997，600円 枠連： 発売なし
馬連： 29，875，800円 馬単： 26，738，600円 ワイド： 11，489，800円
3連複： 32，602，500円 3連単： 117，394，100円 計： 261，981，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 130円 �� 420円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，850円

票 数

単勝票数 計 218828 的中 � 64726（2番人気）
複勝票数 計 219976 的中 � 68157（2番人気）� 83420（1番人気）
馬連票数 計 298758 的中 �� 126290（1番人気）
馬単票数 計 267386 的中 �� 41802（2番人気）
ワイド票数 計 114898 的中 �� 32409（1番人気）�� 5430（6番人気）�� 4720（10番人気）
3連複票数 計 326025 的中 ��� 24389（4番人気）
3連単票数 計1173941 的中 ��� 29829（10番人気）

ハロンタイム 13．3―12．9―14．4―13．7―13．1―13．0―11．8―11．4―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―26．2―40．6―54．3―1：07．4―1：20．4―1：32．2―1：43．6―1：54．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．8
1
3
・（2，1）（4，6）－3，5・（2，1）5－6，4，3

2
4
・（2，1）（4，6）（3，5）・（2，1，5）6，4－3

勝馬の
紹 介

ベ ル ー フ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．1．21生 牡2鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ウイングアクティブ号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

2803010月14日 晴 稍重 （26京都4）第3日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

89 エクストラゴールド 牡3栗 55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 508± 01：57．7 1．6�

88 トウケイウイン 牡4黒鹿57 川島 信二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 448＋101：58．44 11．1�
77 ヨヨギマック 牡3栗 55 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 512± 0 〃 クビ 6．7�
22 ステージジャンプ 牡4鹿 57 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494± 01：58．71� 14．3�
55 イノセンテス 牡3鹿 55

52 ▲小崎 綾也小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 460－ 6 〃 クビ 15．7�
33 ヤマノボンバー 牡3芦 55

52 ▲義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 442＋ 41：58．91� 92．2	
44 アルティメイタム 牡3鹿 55 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－121：59．85 4．1

66 � スリーキングス 牡5栗 57 小林 徹弥永井商事� 石橋 守 安平 ノーザンファーム 538＋ 22：01．18 153．6�
11 スズカアポロ 牡3黒鹿 55

53 △松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 474± 02：05．8大差 49．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 22，055，900円 複勝： 57，721，400円 枠連： 8，074，700円
馬連： 37，504，000円 馬単： 31，117，600円 ワイド： 23，720，100円
3連複： 55，214，600円 3連単： 137，273，600円 計： 372，681，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（8－8） 740円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 240円 �� 180円 �� 400円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 220559 的中 � 106438（1番人気）
複勝票数 計 577214 的中 � 377732（1番人気）� 44879（4番人気）� 51863（2番人気）
枠連票数 計 80747 的中 （8－8） 8436（3番人気）
馬連票数 計 375040 的中 �� 40297（3番人気）
馬単票数 計 311176 的中 �� 24992（4番人気）
ワイド票数 計 237201 的中 �� 24923（3番人気）�� 39104（2番人気）�� 12540（7番人気）
3連複票数 計 552146 的中 ��� 62450（2番人気）
3連単票数 計1372736 的中 ��� 41182（5番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．4―13．0―13．4―12．5―12．2―12．5―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．0―29．4―42．4―55．8―1：08．3―1：20．5―1：33．0―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクストラゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Theatrical デビュー 2013．11．17 京都3着

2011．4．27生 牡3栗 母 キングスミール 母母 スルーオール 9戦2勝 賞金 22，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカアポロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月14日まで平地競

走に出走できない。



2803110月14日 晴 稍重 （26京都4）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

59 ティップトップ 牝3鹿 53 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋ 21：11．0 20．5�

713 エイシンパラダイス 牝4栗 55 藤田 伸二平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 476＋121：11．21� 10．1�
816 チェリーミルズ 牝4鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋101：11．41� 21．8�
612� トーコーヴィオラ 牝4黒鹿55 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470＋121：11．5� 20．4�
714 マウントフジ 牝6鹿 55 浜中 俊 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 41：11．71� 11．8�
48 � アルティメイト 牝5青鹿55 菱田 裕二アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 462－ 41：11．8� 46．6	
47 ボストンビリーヴ 牝4栗 55 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478＋ 8 〃 ハナ 21．2

24 キュークッキング 牝3黒鹿53 酒井 学栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 470± 01：11．9	 1．7�
35 イルーシヴキャット 牝3栗 53

50 ▲小崎 綾也 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 478＋ 41：12．11� 16．8
510� マリナーズコンパス 牝4鹿 55

52 ▲義 英真谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 426－ 21：12．2� 114．6�
23 ヴァイセフラウ 牝3芦 53 小牧 太�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 21：12．3� 29．7�
36 タイセイクインス 牝5青鹿 55

53 △岩崎 翼田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 494＋10 〃 アタマ 115．7�
815 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 53

51 △松若 風馬田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 21：12．93� 10．5�
11 ピクニックソング 牝3鹿 53 幸 英明山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 454＋161：13．0	 36．1�
611 サクラドラジェ 牝3黒鹿53 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 464－ 81：13．2	 31．3�
12 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 
島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 B500＋ 21：13．94 197．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，074，800円 複勝： 39，784，700円 枠連： 20，556，200円
馬連： 67，155，000円 馬単： 34，968，000円 ワイド： 36，919，100円
3連複： 91，646，500円 3連単： 149，837，800円 計： 469，942，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 540円 � 360円 � 610円 枠 連（5－7） 3，760円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 18，410円

ワ イ ド �� 3，100円 �� 5，870円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 50，830円 3 連 単 ��� 306，000円

票 数

単勝票数 計 290748 的中 � 11311（7番人気）
複勝票数 計 397847 的中 � 19076（7番人気）� 30582（4番人気）� 16486（8番人気）
枠連票数 計 205562 的中 （5－7） 4236（15番人気）
馬連票数 計 671550 的中 �� 5580（27番人気）
馬単票数 計 349680 的中 �� 1424（57番人気）
ワイド票数 計 369191 的中 �� 3079（32番人気）�� 1606（62番人気）�� 4218（26番人気）
3連複票数 計 916465 的中 ��� 1352（146番人気）
3連単票数 計1498378 的中 ��� 355（828番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．0―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．8―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．2
3 ・（3，15）－（4，13）（2，5）6，16，1，10，12（11，14）（9，8）7 4 3，15，13，4－5，16（2，6）1（10，12）（11，14）（9，8）7

勝馬の
紹 介

ティップトップ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．5 新潟4着

2011．2．8生 牝3鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 8戦1勝 賞金 10，360，000円

2803210月14日 晴 稍重 （26京都4）第3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）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

811 セブンフォース 牡4栗 57 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 548－101：51．0 3．4�
11 ワールドダンス 牡3栗 55 横山 典弘杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 468＋ 21：51．31� 8．7�
33 ガ ン ジ ー 牡3栗 55 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 484＋ 21：51．72	 6．6�
44 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿57 福永 祐一 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：52．23 5．5�
67 ダンツトーラス 牡3栗 55

52 ▲小崎 綾也山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 510＋ 8 〃 クビ 5．0�
66 ニホンピロバロン 牡4栗 57 D．ペロヴィッチ 小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 468－ 21：52．83	 7．8	

（伊）

79 ナムラキッス 牝3黒鹿53 古川 吉洋奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 480＋181：53．22	 11．1

810 スズカアドニス 牡4栗 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482＋ 21：53．62	 15．2�
78 
 カミングアップ 牡4鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 506－141：56．1大差 49．1�
22 ベクターイメージ 牡3鹿 55

53 △岩崎 翼小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476＋ 21：57．37 169．1
55 スリースペシャル 牡4鹿 57 藤岡 康太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 B472＋ 21：58．79 102．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，751，200円 複勝： 36，919，800円 枠連： 15，585，700円
馬連： 59，931，500円 馬単： 32，165，600円 ワイド： 28，707，200円
3連複： 75，095，400円 3連単： 134，868，600円 計： 405，025，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 260円 � 200円 枠 連（1－8） 1，430円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 540円 �� 440円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 14，930円

票 数

単勝票数 計 217512 的中 � 50855（1番人気）
複勝票数 計 369198 的中 � 82040（1番人気）� 30669（6番人気）� 46402（4番人気）
枠連票数 計 155857 的中 （1－8） 8438（6番人気）
馬連票数 計 599315 的中 �� 30702（5番人気）
馬単票数 計 321656 的中 �� 10209（6番人気）
ワイド票数 計 287072 的中 �� 13749（7番人気）�� 17610（3番人気）�� 7408（18番人気）
3連複票数 計 750954 的中 ��� 18487（10番人気）
3連単票数 計1348686 的中 ��� 6546（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．1―48．6―1：01．4―1：13．8―1：26．2―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セブンフォース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．1．6 中山1着

2010．2．3生 牡4栗 母 ベルナデッタ 母母 テ イ ズ リ ー 14戦3勝 賞金 34，254，000円
〔その他〕 ベクターイメージ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カミングアップ号・スリースペシャル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

11月14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。



2803310月14日 晴 良 （26京都4）第3日 第9競走 ��
��1，400�

く た

久 多 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．10．5以降26．10．5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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

611 ベルルミエール 牝3鹿 53 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464＋201：21．1 4．7�
510 ダンスディレクター 牡4鹿 57．5 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 438＋ 6 〃 ハナ 3．2�
24 マイネノンノ 牝4栗 52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 19．8�
612 シンジュボシ 牝4栗 55 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 496＋101：21．2� 10．2�
47 ミッキーラブソング 牡3黒鹿54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 ハナ 7．4�
714 タガノザイオン 牡7鹿 55 武 豊八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 8 〃 ハナ 28．7	
36 ロ ノ 牡5黒鹿56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 468＋10 〃 クビ 9．6

59 アドマイヤコリン 牡6青鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：21．3� 7．4�
35 ブルーハーツクライ 牡5栗 56 秋山真一郎 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 490－ 2 〃 アタマ 41．2�
23 ダンツミュータント 牡5青鹿57 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 438＋ 21：21．51� 36．0
713 マイティースコール 牡6栗 53 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：21．6� 121．8�
12 ラーストチカ 牝4黒鹿54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 460－ 21：21．7クビ 26．0�
48 ビットスターダム 牡6芦 54 国分 恭介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 460－10 〃 ハナ 140．8�
816 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 57 津村 明秀高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482－ 41：22．01� 53．4�
11 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 494－ 2 〃 アタマ 25．9�
815 プレノタート 牝5鹿 52 武 幸四郎 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 472＋ 41：22．1クビ 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，523，000円 複勝： 61，790，800円 枠連： 29，313，600円
馬連： 106，859，700円 馬単： 47，731，200円 ワイド： 50，674，900円
3連複： 145，950，100円 3連単： 231，783，500円 計： 708，626，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 140円 � 490円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，760円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，460円 3 連 単 ��� 35，270円

票 数

単勝票数 計 345230 的中 � 57869（2番人気）
複勝票数 計 617908 的中 � 70922（3番人気）� 148849（1番人気）� 24291（7番人気）
枠連票数 計 293136 的中 （5－6） 47310（1番人気）
馬連票数 計1068597 的中 �� 72854（3番人気）
馬単票数 計 477312 的中 �� 13979（6番人気）
ワイド票数 計 506749 的中 �� 26084（2番人気）�� 7122（19番人気）�� 7864（16番人気）
3連複票数 計1459501 的中 ��� 12933（20番人気）
3連単票数 計2317835 的中 ��� 4764（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．4―47．0―58．4―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 4，11（5，12）7（2，8）6，1（3，10）（9，14）13，15，16 4 4，11（5，12）7（2，8）6，10（1，3）14（9，15）13－16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベルルミエール �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．28 小倉1着

2011．4．14生 牝3鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 9戦3勝 賞金 52，722，000円
〔制裁〕 ダンスディレクター号の騎手浜中俊は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番）

2803410月14日 曇 稍重 （26京都4）第3日 第10競走 ��
��1，800�

へいじょうきょう

平城京ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．10．5以降26．10．5まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

612 カシュカシュ 牝5鹿 51 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 444＋ 41：50．8 20．2�
24 ドコフクカゼ 牡4黒鹿58 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 512± 0 〃 ハナ 4．8�
611 マイネルクロップ 牡4芦 57 川田 将雅 �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 494＋ 4 〃 クビ 3．9�
714 ランドマーキュリー 牡4栗 55 藤岡 康太木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 526＋ 41：51．22� 5．2�
713 ハ ス ラ ー 牡6黒鹿55 福永 祐一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522＋ 6 〃 ハナ 17．3�
510 ステキナシャチョウ 牡7鹿 53 高倉 稜池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 468＋ 81：51．3クビ 38．4	
816� マヤノクレド 牡6鹿 53 川須 栄彦田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B510－ 21：51．51	 74．7

23 ノボリドリーム 牡5鹿 56 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 454± 01：51．6� 6．9�
35 ライジングサン 牡6栗 54 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 522＋ 41：51．7� 57．4�
47 キタサンシンガー 牡5芦 53 酒井 学大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 516＋ 81：52．12� 13．6�
48 スズカルーセント 牡6鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 518＋141：52．42 13．1�
815 ブルータンザナイト 牡5青鹿55 北村 友一桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 544－ 41：52．6
 60．4�
36 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 54 浜中 俊 シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：52．81� 15．3�
59 ヒミノオオタカ 牡4鹿 55 小牧 太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 41：53．01� 18．3�
12 リッカアリュール 牡8栗 50 松若 風馬立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 502＋181：57．7大差 99．3�

（15頭）
11 � バンブーリバプール 牡6青鹿55 武 豊バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，927，000円 複勝： 61，300，000円 枠連： 34，410，400円
馬連： 118，765，100円 馬単： 54，551，600円 ワイド： 55，437，200円
3連複： 166，744，200円 3連単： 260，345，000円 計： 789，480，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 480円 � 200円 � 160円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 8，550円 馬 単 �� 20，100円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，610円 �� 550円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 89，620円

票 数

単勝票数 差引計 379270（返還計 7552） 的中 � 15013（10番人気）
複勝票数 差引計 613000（返還計 12291） 的中 � 25189（8番人気）� 80129（4番人気）� 121145（1番人気）
枠連票数 差引計 344104（返還計 203） 的中 （2－6） 47153（1番人気）
馬連票数 差引計1187651（返還計 71927） 的中 �� 10762（30番人気）
馬単票数 差引計 545516（返還計 28959） 的中 �� 2035（66番人気）
ワイド票数 差引計 554372（返還計 29680） 的中 �� 6643（26番人気）�� 8610（20番人気）�� 27819（3番人気）
3連複票数 差引計1667442（返還計165750） 的中 ��� 11068（36番人気）
3連単票数 差引計2603450（返還計252416） 的中 ��� 2106（297番人気）

ハロンタイム 12．2―11．8―12．6―12．4―12．4―12．6―12．1―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―36．6―49．0―1：01．4―1：14．0―1：26．1―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．8
1
3
9，11，13（3，7）（4，14）（10，16）8（2，15）5，6，12
9（11，13）14（3，7）（4，16）（8，10，12）15，5，6，2

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

勝馬の
紹 介

カシュカシュ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー 2012．3．24 中京9着

2009．2．19生 牝5鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets 19戦5勝 賞金 57，834，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 バンブーリバプール号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカアリュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月14日まで平地

競走に出走できない。



2803510月14日 曇 良 （26京都4）第3日 第11競走
第49回農林水産省賞典

��
��2，400�京 都 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，25．10．5以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，25．10．4以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

67 ラストインパクト 牡4青鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 42：24．2 5．2�

710 タマモベストプレイ 牡4栗 56 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 482＋ 6 〃 クビ 13．1�
22 トーセンラー 牡6黒鹿58 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464＋ 62：24．51� 2．6�
812 ヒットザターゲット 牡6栗 57 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 514± 0 〃 クビ 8．1	
811 トゥザグローリー 牡7鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B540＋122：24．6� 44．7

55 コウエイオトメ 牝6鹿 54 北村 友一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 486＋ 22：24．92 64．6�
33 フーラブライド 牝5鹿 54 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 488＋102：25．0クビ 13．7�
68 デスペラード 牡6鹿 57 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 478－ 8 〃 アタマ 8．5
56 ス ピ リ タ ス 	9栗 56 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 440＋ 22：25．32 98．8�
79 メイショウマンボ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504＋162：25．4クビ 4．7�
11 ヴィクトリースター 牡6鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 466＋ 22：25．5
 36．9�
44 � プレティオラス 牡5黒鹿56 古川 吉洋伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 474± 02：26．67 136．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 127，220，300円 複勝： 158，208，400円 枠連： 70，547，500円
馬連： 414，853，500円 馬単： 216，034，200円 ワイド： 162，280，000円
3連複： 609，990，000円 3連単： 1，353，640，100円 計： 3，112，774，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 280円 � 120円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 810円 �� 280円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 17，470円

票 数

単勝票数 計1272203 的中 � 194700（3番人気）
複勝票数 計1582084 的中 � 268042（2番人気）� 99209（7番人気）� 439150（1番人気）
枠連票数 計 705475 的中 （6－7） 80946（3番人気）
馬連票数 計4148535 的中 �� 110919（13番人気）
馬単票数 計2160342 的中 �� 31774（24番人気）
ワイド票数 計1622800 的中 �� 46819（12番人気）�� 165579（1番人気）�� 67396（8番人気）
3連複票数 計6099900 的中 ��� 180024（8番人気）
3連単票数 計13536401 的中 ��� 56156（59番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―11．5―12．0―12．4―11．9―12．0―12．5―12．0―11．7―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―24．8―36．3―48．3―1：00．7―1：12．6―1：24．6―1：37．1―1：49．1―2：00．8―2：12．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラストインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．1．21生 牡4青鹿 母 スペリオルパール 母母 パシフィカス 17戦6勝 賞金 222，147，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりラストインパクト号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2803610月14日 曇 稍重 （26京都4）第3日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

612 スペシャルギフト �3栗 55 横山 典弘 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490± 01：24．0 14．9�
816 ロードフォワード 牡3青鹿55 岩田 康誠 �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 440＋ 4 〃 クビ 2．8�
714 スズカチャンプ 牡5鹿 57

55 △松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488＋ 61：24．31� 59．8�
611 ゴールドスーク 牡3栗 55

52 ▲小崎 綾也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496－121：24．4� 8．1�
713 ゼンノロンゴ 牡3鹿 55 福永 祐一大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 488± 0 〃 ハナ 12．3	
23 ピエナトップガン 牡4栗 57 武 豊本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 468－161：24．5クビ 15．3

12 ヴェアデイロス 牡5鹿 57 浜中 俊�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 444± 0 〃 クビ 14．5�
47 スマートレパード �4栃栗57 川田 将雅大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 486－ 61：24．6クビ 3．4�
815 ラ ラ ガ ニ エ 牡4栗 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 498＋12 〃 クビ 35．7
11 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 508＋121：24．7クビ 44．5�
35 アマノウインジー 牡3黒鹿55 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 478± 01：25．01� 107．7�
36 アサクサプライド 牡3栗 55 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 ハナ 17．2�
510 オーバーヘッド 牡6栗 57 菱田 裕二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 492± 01：25．53 188．6�
48 � マヴェリックブルー 牡4栗 57

54 ▲義 英真 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 浦河 馬道 繁樹 428＋ 41：25．82 177．1�
24 ペガサスヒルズ 牡7栗 57 酒井 学吉村 敏治氏 	島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B490－ 61：26．12 79．0�
59 � チュウワワンダー 牡4鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：26．2
 24．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，236，500円 複勝： 71，614，600円 枠連： 38，497，300円
馬連： 186，242，200円 馬単： 74，270，500円 ワイド： 73，205，800円
3連複： 218，709，400円 3連単： 377，658，400円 計： 1，095，434，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 520円 � 150円 � 1，290円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 7，730円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 41，270円 3 連 単 ��� 233，220円

票 数

単勝票数 計 552365 的中 � 29581（6番人気）
複勝票数 計 716146 的中 � 29838（9番人気）� 172033（1番人気）� 11052（13番人気）
枠連票数 計 384973 的中 （6－8） 41233（2番人気）
馬連票数 計1862422 的中 �� 44093（12番人気）
馬単票数 計 742705 的中 �� 7122（28番人気）
ワイド票数 計 732058 的中 �� 15879（13番人気）�� 2390（62番人気）�� 5594（36番人気）
3連複票数 計2187094 的中 ��� 3974（119番人気）
3連単票数 計3776584 的中 ��� 1174（657番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．3―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルギフト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2014．1．13 京都1着

2011．4．9生 �3栗 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 7戦2勝 賞金 13，500，000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。
（非抽選馬） 1頭 ハナズインパルス号



（26京都4）第3日 10月14日（火曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

293，120，000円
10，090，000円
2，260，000円
26，210，000円
62，745，000円
4，520，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
427，560，600円
632，888，700円
259，303，700円
1，183，869，600円
609，693，400円
530，160，200円
1，618，246，100円
3，106，909，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，368，631，400円

総入場人員 11，160名 （有料入場人員 ）
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