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2804910月19日 晴 良 （26京都4）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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

813 カラパナビーチ 牡2黒鹿55 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 530＋ 81：56．3 15．8�

814� ウインエアフォース 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ウイン 西園 正都 米 Brereton
C. Jones 492－101：56．61� 1．5�

46 � デ ブ リ ン 牡2栗 55 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 500＋ 21：57．02	 3．9�

45 ツジサンダバード 牡2栗 55 藤岡 佑介辻 俊夫氏 作田 誠二 登別 ユートピア牧場 444－ 21：57．1	 49．0�
711 シゲルオカメマツリ 牝2黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 546－ 81：57．2	 39．6�
712 ビクトリーミノル 牡2栗 55 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 21：57．41 14．6	
58 カシノゼウス 牡2鹿 55 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 478± 01：57．5	 370．1

11 テイエムダイバート 牡2青 55 幸 英明竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 492－ 61：57．6	 210．5�
33 メイショウゲントク 牡2栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 B446± 0 〃 クビ 9．4�
22 マーガレットペスカ 牝2青鹿54 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 448－ 41：58．66 177．7
610 マニワバイオマス 牡2芦 55 戸崎 圭太�サンライズ 高橋 義忠 新冠 森永 聡 530－ 41：59．66 37．0�
69 ハードミルキー 牡2栗 55 酒井 学津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム 478－ 61：59．7� 70．1�
57 パレスヘイロー 牡2黒鹿55 秋山真一郎西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 468＋ 62：01．08 127．6�

（13頭）
34 ロウアンドロウ 牡2栗 55 福永 祐一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，505，500円 複勝： 77，591，400円 枠連： 13，386，500円
馬連： 47，318，200円 馬単： 34，625，300円 ワイド： 25，621，900円
3連複： 60，728，300円 3連単： 117，556，000円 計： 400，333，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 270円 � 110円 � 120円 枠 連（8－8） 1，480円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 420円 �� 760円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 差引計 235055（返還計 311） 的中 � 11872（5番人気）
複勝票数 差引計 775914（返還計 424） 的中 � 17193（5番人気）� 564587（1番人気）� 68961（2番人気）
枠連票数 差引計 133865（返還計 58） 的中 （8－8） 6981（5番人気）
馬連票数 差引計 473182（返還計 2805） 的中 �� 26162（4番人気）
馬単票数 差引計 346253（返還計 1560） 的中 �� 6965（12番人気）
ワイド票数 差引計 256219（返還計 1231） 的中 �� 13385（6番人気）�� 6789（7番人気）�� 54357（1番人気）
3連複票数 差引計 607283（返還計 9894） 的中 ��� 37635（3番人気）
3連単票数 差引計1175560（返還計 18325） 的中 ��� 6475（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―37．6―51．3―1：05．0―1：18．4―1：31．4―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F37．9
1
3
2，8（9，13）14，6（1，11）12（3，10）5＝7
2，8，13（9，14）（11，6）（1，12）（3，10）5－7

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

勝馬の
紹 介

カラパナビーチ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．7．13 中京6着

2012．3．6生 牡2黒鹿 母 インユアアームス 母母 フラッシュウェーブ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ロウアンドロウ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

2805010月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35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

23 ナムラオウテ 牡2黒鹿55 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 444＋ 61：26．1 36．3�
35 ミトノゴールド 牡2栗 55 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 480－ 4 〃 アタマ 24．9�
610 メイショウヒマワリ 牝2栗 54 戸崎 圭太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 492± 01：26．2� 8．6�
58 カジノプレイヤー 牡2栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 3．3�
815 ゲネラルプローベ 牡2鹿 55 小牧 太前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 460－ 21：26．94 5．1�
814 タガノロブロイ 牡2鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 笹田 和秀 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 21：27．64 5．3	
47 リッカクロフネ 牡2芦 55

52 ▲義 英真立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 460＋ 8 〃 クビ 69．6

46 トラベリックス 牝2鹿 54 国分 恭介八木 昌司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋14 〃 アタマ 30．4�
11 ダイゴサクラ 牝2鹿 54 岩田 康誠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 460＋ 21：27．7クビ 4．3�
34 ス ズ ミ サ キ 牝2鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 沖田 博志 440＋ 21：27．8� 79．7
611 ケ ル ソ ン 牡2鹿 55 �島 良太山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 信成牧場 494＋ 81：28．33 129．3�
712 ミルキーブレス 牝2鹿 54 熊沢 重文村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 444± 01：29．36 484．7�
59 プレーゴブレッサ 牡2芦 55 福永 祐一大塚 亮一氏 浅見 秀一 新ひだか 飛野牧場 470－ 61：29．72� 12．9�
22 シゲルダンジリ 牡2栗 55 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 454－ 61：30．44 290．5�
713 クリノリーチソク 牝2栗 54 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 406－ 61：30．5� 323．4�

（伊）
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売 得 金
単勝： 22，481，400円 複勝： 33，769，000円 枠連： 15，687，700円
馬連： 51，711，400円 馬単： 28，717，400円 ワイド： 25，249，400円
3連複： 65，545，400円 3連単： 96，175，300円 計： 339，337，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，630円 複 勝 � 1，010円 � 710円 � 300円 枠 連（2－3） 28，940円

馬 連 �� 52，310円 馬 単 �� 113，350円

ワ イ ド �� 10，070円 �� 3，670円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 81，250円 3 連 単 ��� 664，060円

票 数

単勝票数 計 224814 的中 � 4954（9番人気）
複勝票数 計 337690 的中 � 8152（9番人気）� 11968（7番人気）� 33212（5番人気）
枠連票数 計 156877 的中 （2－3） 420（26番人気）
馬連票数 計 517114 的中 �� 766（54番人気）
馬単票数 計 287174 的中 �� 190（112番人気）
ワイド票数 計 252494 的中 �� 639（48番人気）�� 1776（32番人気）�� 2703（25番人気）
3連複票数 計 655454 的中 ��� 605（124番人気）
3連単票数 計 961753 的中 ��� 105（820番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．5―47．9―1：00．2―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラオウテ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．8．2 小倉13着

2012．4．4生 牡2黒鹿 母 ストロングソレイユ 母母 リ ミ ウ ッ ド 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 京都競馬 第５日



2805110月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時05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

56 アドマイヤゴッド 牡2鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：34．6 4．5�
68 ピンストライプ 牡2青鹿55 福永 祐一 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 506＋ 6 〃 クビ 2．7�
710� アポロケンタッキー 牡2鹿 55 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 524－ 81：35．02� 3．0�
55 ベステンダンク 牡2栗 55 田辺 裕信市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 480＋ 81：35．1� 33．2�
33 トウカイルンバ 牡2黒鹿55 D．ペロヴィッチ 内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 448－121：35．63 22．1�

（伊）

22 パレスロマン 牝2栗 54 川須 栄彦西村 豊氏 加藤 敬二 浦河 田中スタッド 428－ 21：35．7� 19．7�
79 ナイトディグニティ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 400－ 21：35．91	 7．6

44 サクラアリオン 牡2芦 55 国分 優作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 460＋ 4 〃 クビ 130．8�
67 シェーンファルコ 
2鹿 55 太宰 啓介釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 460＋ 41：36．0クビ 178．8
811 マイティーフライ 牝2鹿 54 藤岡 佑介	ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 438－10 〃 ハナ 25．3�
11 アスタキサンチン 牝2栗 54 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 小葉松 幸雄 454＋101：36．95 48．4�
812� セイウンクロエ 牝2黒鹿54 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 愛 Earl Haras

de Cisai 442＋141：37．22 225．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，540，000円 複勝： 35，243，500円 枠連： 13，410，900円
馬連： 48，339，900円 馬単： 32，181，900円 ワイド： 26，541，400円
3連複： 65，275，500円 3連単： 115，911，900円 計： 360，445，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 190円 �� 260円 �� 180円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 235400 的中 � 40987（3番人気）
複勝票数 計 352435 的中 � 53672（3番人気）� 101853（1番人気）� 76263（2番人気）
枠連票数 計 134109 的中 （5－6） 23993（2番人気）
馬連票数 計 483399 的中 �� 69379（2番人気）
馬単票数 計 321819 的中 �� 18804（4番人気）
ワイド票数 計 265414 的中 �� 35193（2番人気）�� 23166（3番人気）�� 41049（1番人気）
3連複票数 計 652755 的中 ��� 95056（1番人気）
3連単票数 計1159119 的中 ��� 22951（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．3―1：00．6―1：12．1―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤゴッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danzig デビュー 2014．7．27 札幌5着

2012．4．22生 牡2鹿 母 クレヴァリー 母母 Educated Risk 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アドマイヤゴッド号の騎手岩田康誠は，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：8番）
〔その他〕 アドマイヤゴッド号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2805210月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時35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
1：11．0
1：10．2

重
不良

55 ブルドッグボス 牡2鹿 55 勝浦 正樹 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 510 ―1：13．5 1．6�
33 タマモワカサマ 牡2鹿 55 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 476 ―1：14．45 3．5�
88 タマノベレッツァ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 460 ―1：14．82� 5．8�
22 ナムラカモン 牡2栗 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 462 ―1：15．22� 78．5�
11 パワーオブワード 牡2鹿 55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石ビクトリーファーム 438 ―1：15．3� 15．6�
77 ファーマベリー 牝2栗 54

51 ▲義 英真中西 功氏 日吉 正和 新冠 杉山 義行 436 ―1：15．51� 29．9	
44 ミステリーノベル 牝2鹿 54 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 荒川 義之 浦河 日進牧場 444 ―1：15．82 55．6

66 スズカプリウス 牝2芦 54 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 444 ―1：16．01� 14．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 21，963，600円 複勝： 46，278，800円 枠連： 発売なし
馬連： 38，203，900円 馬単： 29，827，700円 ワイド： 15，388，800円
3連複： 36，660，600円 3連単： 113，999，600円 計： 302，323，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 130円 �� 180円 �� 200円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 630円

票 数

単勝票数 計 219636 的中 � 105182（1番人気）
複勝票数 計 462788 的中 � 340061（1番人気）� 46019（2番人気）� 26453（3番人気）
馬連票数 計 382039 的中 �� 137425（1番人気）
馬単票数 計 298277 的中 �� 69474（1番人気）
ワイド票数 計 153888 的中 �� 38295（1番人気）�� 19921（2番人気）�� 16558（3番人気）
3連複票数 計 366606 的中 ��� 110674（1番人気）
3連単票数 計1139996 的中 ��� 130122（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．5―36．7―49．0―1：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（5，7）－（3，6）8（1，2，4） 4 5，7（3，6）8（1，2，4）

勝馬の
紹 介

ブルドッグボス �

父 ダイワメジャー �


母父 デ イ ン ヒ ル 初出走

2012．4．20生 牡2鹿 母 リファールカンヌ 母母 リファールニース 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ミステリーノベル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



2805310月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・右・外）

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
1：46．5
1：45．9

良
良

710 エイシンライダー 牡2黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 498 ―1：49．0 13．6�
813 ロードグランツ 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �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 514 ―1：49．1� 1．5�
22 トップディーヴォ 牡2鹿 55 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 480 ―1：49．2� 7．2�
56 トップモーリー 牡2鹿 55 幸 英明林 正道氏 森田 直行 新ひだか 飛野牧場 470 ―1：49．41 66．7�
44 タガノクレイオス 牡2鹿 55 北村 友一八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492 ― 〃 クビ 48．4	
11 リアルプロジェクト 牡2鹿 55 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 492 ―1：49．5� 116．6

69 ヘ イ ム ダ ル 牡2黒鹿55 熊沢 重文岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 482 ― 〃 ハナ 24．5�
57 ミエノプリンプリン 牝2黒鹿54 浜中 俊里見美惠子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 440 ―1：49．6� 25．3�
711 クローディオ 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 6．7
45 エアマニング 牡2青鹿55 武 豊 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 442 ―1：49．81� 53．6�
68 コスモジョイジョイ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 日高 田端牧場 458 ―1：50．11� 24．1�
33 ダイワハッスル 牡2栃栗55 戸崎 圭太大城 敬三氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 22．4�
812 スマートハーレム 牡2黒鹿55 川須 栄彦大川 徹氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 496 ―1：50．73� 234．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，927，700円 複勝： 71，195，500円 枠連： 15，055，100円
馬連： 51，656，300円 馬単： 38，297，100円 ワイド： 28，466，000円
3連複： 63，662，000円 3連単： 117，502，900円 計： 419，762，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 190円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 370円 �� 700円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 12，490円

票 数

単勝票数 計 339277 的中 � 19861（4番人気）
複勝票数 計 711955 的中 � 31945（4番人気）� 485349（1番人気）� 58569（2番人気）
枠連票数 計 150551 的中 （7－8） 34501（1番人気）
馬連票数 計 516563 的中 �� 44164（3番人気）
馬単票数 計 382971 的中 �� 9557（11番人気）
ワイド票数 計 284660 的中 �� 18922（3番人気）�� 8799（8番人気）�� 42162（1番人気）
3連複票数 計 636620 的中 ��� 36689（2番人気）
3連単票数 計1175029 的中 ��� 6819（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．6―12．4―13．0―12．7―12．1―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―35．9―48．3―1：01．3―1：14．0―1：26．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 1，10（2，13）7，12（3，9）4（6，11）（8，5） 4 1，10（2，13）（12，9）（7，11）（3，4，5）（6，8）

勝馬の
紹 介

エイシンライダー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2012．3．8生 牡2黒鹿 母 エーシンマイスター 母母 エイシンマッカレン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2805410月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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

33 アスターフレンチ 牡4栗 57 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 502＋ 21：59．7 2．5�
89 アドミラルシップ 牡3栗 55 浜中 俊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 506－ 22：00．12� 2．7�
22 � ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 470＋ 82：00．52� 10．6�
77 シゲルエッチュウ 牡3鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B446＋ 62：00．81� 5．4�
88 メイショウブーケ 牝3栗 53 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B464－ 42：01．01� 16．0�
11 アドマイヤレイ 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524＋ 62：01．31� 11．9�
55 サウンドバスター 牡6鹿 57

54 ▲義 英真増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 502＋102：01．62 73．1	
66 クリノダイコクテン 牡3栃栗55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 466－ 22：02．13 52．4

44 タマモベルモット 牡4鹿 57 柴田 大知タマモ� 河内 洋 新冠 対馬 正 486± 02：02．63 23．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，366，800円 複勝： 28，982，300円 枠連： 9，552，200円
馬連： 49，034，900円 馬単： 32，138，500円 ワイド： 25，741，800円
3連複： 58，113，000円 3連単： 121，310，000円 計： 350，239，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 180円 �� 340円 �� 560円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 253668 的中 � 78856（1番人気）
複勝票数 計 289823 的中 � 93514（1番人気）� 54706（2番人気）� 32344（4番人気）
枠連票数 計 95522 的中 （3－8） 23929（1番人気）
馬連票数 計 490349 的中 �� 103832（1番人気）
馬単票数 計 321385 的中 �� 31396（2番人気）
ワイド票数 計 257418 的中 �� 43350（1番人気）�� 17931（4番人気）�� 9927（8番人気）
3連複票数 計 581130 的中 ��� 50205（2番人気）
3連単票数 計1213100 的中 ��� 28458（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―19．0―31．3―45．2―58．0―1：10．9―1：23．6―1：35．8―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターフレンチ 
�
父 フレンチデピュティ 

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2012．11．3 京都9着

2010．4．11生 牡4栗 母 ビジーリジー 母母 Impatiente 14戦2勝 賞金 18，850，000円



2805510月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

55 ワードイズボンド 牡3青 55 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 532－ 61：33．1 6．0�
79 サンマルクイーン 牝5栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 474＋ 4 〃 クビ 21．3�
11 ルファルシオン 牡3芦 55 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 502＋ 21：33．2� 1．8�
66 カピオラニパレス 牡6芦 57 田辺 裕信横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 530＋22 〃 ハナ 30．1�
67 タガノエンブレム 牡4青鹿57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：33．3� 4．9�
44 スリーカーニバル 牝4鹿 55 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 470－ 21：33．4クビ 95．3	
810 オーキッドレイ 牝4鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：33．5� 18．7

22 レッドオーラム 牝3鹿 53 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 クビ 12．5�
811 ウィザーズポケット 牡5鹿 57 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 466＋ 21：33．92	 120．5
78 モンドシャルナ 牡3鹿 55 浜中 俊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436± 01：34．0� 10．4�
33 イ ダ ス 牡3栗 55 川島 信二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 480＋ 61：34．1	 55．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，475，700円 複勝： 53，243，500円 枠連： 13，743，600円
馬連： 73，956，500円 馬単： 43，328，800円 ワイド： 36，125，300円
3連複： 91，130，300円 3連単： 162，584，200円 計： 510，587，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 260円 � 110円 枠 連（5－7） 2，460円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 310円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 28，010円

票 数

単勝票数 計 364757 的中 � 48538（3番人気）
複勝票数 計 532435 的中 � 45897（3番人気）� 34162（6番人気）� 220577（1番人気）
枠連票数 計 137436 的中 （5－7） 4322（8番人気）
馬連票数 計 739565 的中 �� 9927（18番人気）
馬単票数 計 433288 的中 �� 4046（25番人気）
ワイド票数 計 361253 的中 �� 5565（18番人気）�� 33479（2番人気）�� 17396（5番人気）
3連複票数 計 911303 的中 ��� 24974（9番人気）
3連単票数 計1625842 的中 ��� 4207（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．6―46．8―58．8―1：10．1―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワードイズボンド �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．21 阪神6着

2011．3．7生 牡3青 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ 11戦3勝 賞金 23，700，000円

2805610月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

58 ヴォルケンクラッツ 牡3黒鹿55 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528－ 21：51．4 4．1�

815 セイスコーピオン 牡4栗 57 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490＋ 21：51．5� 16．9�
22 � ミッキーマーチ �5栗 57 藤岡 佑介野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B508－ 61：51．6� 114．2�
47 フジインザスカイ 牝3鹿 53 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 448－10 〃 クビ 233．2�
11 グッドマイスター 牡5鹿 57 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480± 01：51．7� 2．2�
34 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 486＋ 41：51．8� 20．2

23 サンライズウェイ 牡4栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 5．8�
610 トラキチシャチョウ 牡3鹿 55 酒井 学 	ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 488＋ 81：51．9クビ 39．0�
814 ウエスタンオウジ 牡4鹿 57 戸崎 圭太西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 482＋ 2 〃 クビ 17．1
35 スリータイタン �5黒鹿57 田辺 裕信永井商事	 村山 明 新ひだか グランド牧場 466－ 61：52．0� 11．3�
611 タガノラルフ 牡4青鹿57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 81：52．42� 32．6�
59 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：52．5クビ 142．8�
713 エーシンウェンディ 牝4栗 55 北村 友一	栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 502＋181：52．6� 53．7�
46 エーシンデューク 牡5青鹿57 太宰 啓介	栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 492＋ 81：52．7	 36．3�
712 アルムダプタ 牡4栗 57 国分 恭介﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 510＋141：53．76 135．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，723，100円 複勝： 51，197，000円 枠連： 21，849，300円
馬連： 80，631，100円 馬単： 43，345，600円 ワイド： 39，023，500円
3連複： 106，049，400円 3連単： 166，395，900円 計： 543，214，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 220円 � 400円 � 1，580円 枠 連（5－8） 1，650円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 4，970円 �� 15，420円

3 連 複 ��� 82，670円 3 連 単 ��� 261，110円

票 数

単勝票数 計 347231 的中 � 67271（2番人気）
複勝票数 計 511970 的中 � 74112（3番人気）� 32431（5番人気）� 7056（12番人気）
枠連票数 計 218493 的中 （5－8） 10220（6番人気）
馬連票数 計 806311 的中 �� 18246（10番人気）
馬単票数 計 433456 的中 �� 6260（16番人気）
ワイド票数 計 390235 的中 �� 8623（12番人気）�� 2000（41番人気）�� 638（72番人気）
3連複票数 計1060494 的中 ��� 962（143番人気）
3連単票数 計1663959 的中 ��� 462（565番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．3―48．6―1：01．2―1：13．5―1：25．8―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォルケンクラッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2014．5．24 京都1着

2011．4．25生 牡3黒鹿 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 5戦3勝 賞金 24，400，000円



2805710月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第9競走 ��
��1，400�もみじステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

55 アルマワイオリ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 460－ 41：21．6 5．1�
810 ワキノヒビキ 牡2鹿 56 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 486－ 81：21．81� 7．4�
44 シゲルチャグチャグ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 476＋ 4 〃 ハナ 15．5�
78 ユキノカトレア 牝2鹿 54 四位 洋文遠藤 宗義氏 坂口 正則 日高 川端 正博 470± 0 〃 クビ 23．2�
11 グレイトチャーター 牡2鹿 55 福永 祐一�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋101：22．01
 5．4�
66 リッパーザウィン 牡2栗 55 戸崎 圭太�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 494＋ 41：22．21
 8．4	
77 ブ リ ク ス ト 牡2黒鹿55 川田 将雅 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 3．5�
33 メイショウオヤシオ �2栗 55 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452± 01：22．41� 48．5�
22 ク レ ス ト 牡2青鹿55 田辺 裕信前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 81：22．5� 14．1
89 ド ル メ ロ 牡2黒鹿55 F．ベリー 諏訪 守氏 庄野 靖志 浦河 高村牧場 448＋ 8 〃 アタマ 7．0�

（愛）

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，523，200円 複勝： 56，859，500円 枠連： 20，134，000円
馬連： 106，557，700円 馬単： 53，061，700円 ワイド： 40，439，100円
3連複： 109，794，900円 3連単： 198，593，400円 計： 623，963，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 250円 � 370円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，150円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 28，710円

票 数

単勝票数 計 385232 的中 � 59825（2番人気）
複勝票数 計 568595 的中 � 76359（3番人気）� 61142（5番人気）� 36025（7番人気）
枠連票数 計 201340 的中 （5－8） 16141（4番人気）
馬連票数 計1065577 的中 �� 43691（8番人気）
馬単票数 計 530617 的中 �� 13511（11番人気）
ワイド票数 計 404391 的中 �� 16077（8番人気）�� 8935（17番人気）�� 7466（23番人気）
3連複票数 計1097949 的中 ��� 10985（33番人気）
3連単票数 計1985934 的中 ��� 5014（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―47．2―59．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマワイオリ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2014．8．23 札幌1着

2012．2．27生 牡2黒鹿 母 イナズマローレル 母母 スエヒロジョウオー 3戦2勝 賞金 22，231，000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。

2805810月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第10競走 ��
��2，200�

な る た き

鳴 滝 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

22 シャドウダンサー 牡3黒鹿54 岩田 康誠飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494＋ 42：12．6 2．8�
89 シャイニーハーツ 牡4栗 57 戸崎 圭太小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 B468＋ 22：12．7� 3．7�
77 エーティータラント 牡4芦 57 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 498± 0 〃 アタマ 5．3�
810 サンライズタイセイ 牡4鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 22：13．12� 6．3�
66 エイシンハドソン 牡3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 530＋ 22：13．2� 7．7�
33 	 レイトライザー 牡4黒鹿57 F．ベリー 中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 460＋ 2 〃 アタマ 35．9	

（愛）

11 タガノレイヨネ 牡5栗 57 北村 宏司八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498＋ 22：13．51
 15．6


55 	 メイショウシレトコ 牡6鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468＋ 22：13．6クビ 167．6�
78 マイネルシュライ 牡6青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B490－14 〃 ハナ 19．0�

44 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 57 幸 英明小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 476＋102：14．13 115．8
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，659，900円 複勝： 55，044，300円 枠連： 25，688，100円
馬連： 120，675，000円 馬単： 65，569，900円 ワイド： 44，478，300円
3連複： 135，236，100円 3連単： 270，533，200円 計： 757，884，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（2－8） 290円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 406599 的中 � 115288（1番人気）
複勝票数 計 550443 的中 � 143974（1番人気）� 101407（2番人気）� 100159（3番人気）
枠連票数 計 256881 的中 （2－8） 66634（1番人気）
馬連票数 計1206750 的中 �� 161965（1番人気）
馬単票数 計 655699 的中 �� 54708（1番人気）
ワイド票数 計 444783 的中 �� 55642（1番人気）�� 39762（2番人気）�� 38501（3番人気）
3連複票数 計1352361 的中 ��� 137239（1番人気）
3連単票数 計2705332 的中 ��� 73358（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．5―12．8―12．9―12．6―12．5―12．0―11．6―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―35．8―48．6―1：01．5―1：14．1―1：26．6―1：38．6―1：50．2―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウダンサー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．15 阪神1着

2011．3．11生 牡3黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 6戦3勝 賞金 40，929，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



2805910月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第11競走 ��
��2，000�第19回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

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

中央レコード
レースレコード

1：56．8
1：56．1
1：58．1

良
良
良

36 ショウナンパンドラ 牝3鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：57．0 10．1�

24 ヌーヴォレコルト 牝3栗 55 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448＋10 〃 クビ 1．5�
612 タガノエトワール 牝3鹿 55 小牧 太八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 21：57．21� 17．9�
11 ブランネージュ 牝3鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 462± 0 〃 クビ 19．2�
714 サングレアル 牝3青鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 404－ 21：57．41	 34．1�
48 レッドリヴェール 牝3黒鹿55 福永 祐一 	東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 418－ 21：57．61� 7．2

23 バウンスシャッセ 牝3鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 508－141：57．7クビ 29．7�
817 リラヴァティ 牝3黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446± 01：58．44 62．2�
47 
 デ ィ ル ガ 牝3栗 55 武 豊前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 464＋ 8 〃 ハナ 74．8
818 セウアズール 牝3鹿 55 北村 友一吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 414＋ 2 〃 クビ 45．3�
816 オメガハートロック 牝3黒鹿55 F．ベリー 原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460＋ 41：58．82	 58．6�

（愛）

59 アドマイヤビジン 牝3芦 55 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 61：59．11� 122．4�
12 レーヴデトワール 牝3黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 アタマ 22．2�
715 ハピネスダンサー 牝3鹿 55 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476－ 21：59．31� 87．9�
611 ペイシャフェリス 牝3鹿 55 川島 信二北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 432＋ 41：59．93	 87．5�
35 マーブルカテドラル 牝3鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 440＋ 22：00．0� 32．3�
510 マイネグレヴィル 牝3鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 22：01．38 69．5�
（17頭）

713 パシフィックギャル 牝3芦 55 勝浦 正樹吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 426，592，200円 複勝： 685，716，700円 枠連： 350，531，400円 馬連： 1，464，468，700円 馬単： 938，431，200円
ワイド： 560，385，700円 3連複： 2，184，110，000円 3連単： 5，281，452，800円 5重勝： 770，403，700円 計： 12，662，092，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 200円 � 110円 � 270円 枠 連（2－3） 520円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，370円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 12，790円

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

キャリーオーバー なし����� 164，060円

票 数

単勝票数 差引計4265922（返還計 21221） 的中 � 337605（3番人気）
複勝票数 差引計6857167（返還計 35914） 的中 � 428171（3番人気）� 4167828（1番人気）� 270307（5番人気）
枠連票数 計3505314 的中 （2－3） 516506（2番人気）
馬連票数 差引計14644687（返還計187577） 的中 �� 1794406（2番人気）
馬単票数 差引計9384312（返還計114774） 的中 �� 343227（7番人気）
ワイド票数 差引計5603857（返還計104567） 的中 �� 554621（1番人気）�� 91633（13番人気）�� 364873（4番人気）
3連複票数 差引計21841100（返還計551023） 的中 ��� 843313（3番人気）
3連単票数 差引計52814528（返還計1136352） 的中 ��� 299350（31番人気）
5重勝票数 差引計7704037（返還計 20159） 的中 ����� 3287

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．7―34．5―46．3―58．0―1：10．2―1：21．7―1：33．4―1：45．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンパンドラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．8 阪神2着

2011．3．10生 牝3鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 9戦3勝 賞金 135，630，000円
〔競走除外〕 パシフィックギャル号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤアロマ号・キュリオスティー号・プリモンディアル号
※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。

2806010月19日 晴 良 （26京都4）第5日 第12競走 ��
��1，200�

ふじのもり

藤森ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．10．12以降26．10．14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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 カフェシュプリーム 牡5鹿 56 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 512＋ 21：11．2 12．5�
36 テ ム ジ ン 牡5鹿 54 川須 栄彦熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 ハナ 36．2�
714 マルヴァーンヒルズ 牡4鹿 58 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 61：11．3� 3．1�
12 コウユーサムライ 牡5栗 55 武 豊加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 494＋ 21：11．4クビ 8．6�
48 キクノフレヴァン 牡8鹿 53 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 492＋10 〃 クビ 148．5�
35 タガノトネール �4鹿 56 柴田 大知八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 21：11．5� 3．7�
24 タガノミューチャン 牝4鹿 52 北村 宏司八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 522＋ 41：11．6
 24．3	
816 エリアコンプリート 牡5栗 55 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 470＋ 2 〃 クビ 12．3

612 ラピダメンテ �3栗 54 福永 祐一 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：11．7クビ 4．9�
815 ヤマノサファイア 牡6栗 55 義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 440± 0 〃 クビ 31．3
510� キョウエイバサラ 牡6芦 53 柴田 未崎田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 520± 01：12．01� 148．1�
713 クランチタイム 牡6鹿 54 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 494－121：12．21� 177．6�
611 トーセントレジャー 牡6鹿 54 川島 信二島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B502＋ 21：12．41� 228．4�
59 エーシングリズリー 牡5黒鹿54 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 482＋ 81：13．35 36．7�
11  イエスイットイズ 牡5鹿 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 512－161：13．83 30．8�

（15頭）
23 ドリームコンサート 牡5栗 56 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 510＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 77，278，300円 複勝： 103，162，400円 枠連： 48，628，500円
馬連： 226，866，900円 馬単： 84，468，400円 ワイド： 82，762，200円
3連複： 225，077，700円 3連単： 379，477，200円 計： 1，227，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 270円 � 630円 � 170円 枠 連（3－4） 2，240円

馬 連 �� 24，060円 馬 単 �� 40，600円

ワ イ ド �� 5，290円 �� 680円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 19，980円 3 連 単 ��� 205，920円

票 数

単勝票数 差引計 772783（返還計 32533） 的中 � 49295（6番人気）
複勝票数 差引計1031624（返還計 45925） 的中 � 96621（5番人気）� 33944（9番人気）� 200780（1番人気）
枠連票数 差引計 486285（返還計 1727） 的中 （3－4） 16801（11番人気）
馬連票数 差引計2268669（返還計302417） 的中 �� 7776（45番人気）
馬単票数 差引計 844684（返還計113606） 的中 �� 1560（85番人気）
ワイド票数 差引計 827622（返還計 93117） 的中 �� 3869（45番人気）�� 33375（4番人気）�� 9184（26番人気）
3連複票数 差引計2250777（返還計550189） 的中 ��� 8448（62番人気）
3連単票数 差引計3794772（返還計922790） 的中 ��� 1336（510番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．9―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―46．0―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェシュプリーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2011．9．18 中山1着

2009．3．3生 牡5鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 27戦5勝 賞金 121，790，000円
〔競走除外〕 ドリームコンサート号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 カフェシュプリーム号の騎手川田将雅は，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：12番・14番）

コウユーサムライ号の騎手武豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アフリカンハンター号・ケージーヨシツネ号・ゴーイングパワー号・サウスビクトル号・スマートアレンジ号・

テイエムキュウコー号・トップフライアー号・ビナスイート号・ベストルーラー号

５レース目



（26京都4）第5日 10月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

368，210，000円
2，080，000円
9，380，000円
6，570，000円
33，980，000円
58，805，000円
4，477，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
805，037，400円
1，298，283，900円
547，667，300円
2，359，420，500円
1，423，993，500円
950，223，400円
3，201，383，200円
7，141，492，400円
770，403，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 18，497，905，300円

総入場人員 32，881名 （有料入場人員 29，396名）
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