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2808511月1日 雨 良 （26京都4）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・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
1：23．6
1：23．1

重
重

12 メイショウヒマワリ 牝2栗 54 川田 将雅松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 486－ 61：26．3 4．3�
35 エイシンチャーター 牝2芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 クビ 1．9�
510 タキオンレディー 牝2栗 54 花田 大昂�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 456＋ 21：27．25 63．4�
47 タマノベレッツァ 牝2黒鹿54 浜中 俊玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：27．51� 21．3	
11 サンマルメジャール 牝2鹿 54 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 452± 01：27．6� 29．4

816 ジョウショーエガオ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 高橋 康之 新ひだか 沖田 哲夫 468± 01：27．92 6．2�
48 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± 01：28．53� 13．7�
24 タイガーメノー 牝2鹿 54 岡田 祥嗣竹原 孝昭氏 作田 誠二 新冠 ラツキー牧場 478＋ 41：28．71 277．7
713 トウケイワイルド 牝2栗 54 酒井 学木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 454－ 6 〃 クビ 22．7�
59 シゲルウチワマツリ 牝2鹿 54

52 △岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 宝寄山 忠則 446－ 41：28．8� 474．8�
611 デ ィ ア デ ム 牝2黒鹿54 福永 祐一小林 久義氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 462－ 41：29．22� 10．8�
714 ファイヤウィード 牝2鹿 54 柴田 未崎松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 496＋121：30．05 251．6�
36 シゲルヨマツリ 牝2鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 馬道 繁樹 432± 01：30．53 240．6�
612 カイルアブルー 牝2芦 54 川須 栄彦山住 勲氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 414＋141：30．92� 282．1�
23 ラガーマイレッカー 牝2栗 54 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 村下 清志 492＋ 6 〃 アタマ 186．3�
815 アナザーデイ 牝2芦 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 470－101：32．28 59．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，081，100円 複勝： 38，204，200円 枠連： 11，751，000円
馬連： 44，932，200円 馬単： 27，988，900円 ワイド： 25，897，000円
3連複： 62，360，800円 3連単： 89，126，300円 計： 322，341，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 790円 枠 連（1－3） 320円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 170円 �� 2，330円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 20，830円

票 数

単勝票数 計 220811 的中 � 41014（2番人気）
複勝票数 計 382042 的中 � 80213（2番人気）� 137884（1番人気）� 5923（10番人気）
枠連票数 計 117510 的中 （1－3） 28317（1番人気）
馬連票数 計 449322 的中 �� 95291（1番人気）
馬単票数 計 279889 的中 �� 24566（2番人気）
ワイド票数 計 258970 的中 �� 51905（1番人気）�� 2315（26番人気）�� 2737（22番人気）
3連複票数 計 623608 的中 ��� 8734（19番人気）
3連単票数 計 891263 的中 ��� 3101（63番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．3―12．6―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―47．7―1：00．3―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒマワリ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．20 阪神8着

2012．4．24生 牝2栗 母 ベ ア 母母 パルフェアムール 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナザーデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イエスマインド号・ルナツー号

2808611月1日 雨 良 （26京都4）第8日 第2競走 ��1，400�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
1：20．6
1：20．3

良
良

610 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 458－ 21：22．1 133．1�

58 ゲネラルプローベ 牡2鹿 55 P．ブドー 前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 460± 01：22．31� 7．9�
（仏）

23 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 438＋ 21：22．72� 55．9�
611 シゲルデンガク 牡2栗 55 秋山真一郎森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 442± 0 〃 クビ 310．8�
712 メジャーガラメキ 牝2栗 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 アタマ 1．4�
34 テイエムトラネコ 牡2芦 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 462＋ 81：22．91� 118．6	
35 グロッシュラー 牝2黒鹿54 和田 竜二
イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 460－ 41：23．0� 18．5�
713 ワンダーグロワール 牡2鹿 55 国分 優作山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 486＋ 4 〃 ハナ 43．0�
59 カリテスグレース 牝2黒鹿54 北村 友一北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 476＋161：23．21 30．3
46 フォースター 牡2栗 55 藤岡 佑介中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 456± 0 〃 ハナ 13．9�
814 カシノマッハ 牡2栗 55 川島 信二柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 466± 01：23．73 310．2�
11 レディローズ 牝2青 54 浜中 俊寺田千代乃氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：23．8� 4．9�
22 クリノリーチソク 牝2栗 54

52 △岩崎 翼栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 402－ 41：24．01� 429．4�
815 エルフベレーザ 牝2黒鹿54 川須 栄彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 444－ 61：24．85 134．2�
47 ダンツアリーナ 牡2鹿 55 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 472± 01：26．07 467．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，969，300円 複勝： 80，079，800円 枠連： 10，358，700円
馬連： 36，370，600円 馬単： 29，255，200円 ワイド： 22，144，800円
3連複： 50，446，200円 3連単： 94，209，100円 計： 342，833，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，310円 複 勝 � 7，130円 � 660円 � 3，170円 枠 連（5－6） 17，640円

馬 連 �� 42，960円 馬 単 �� 144，350円

ワ イ ド �� 9，050円 �� 30，210円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 295，580円 3 連 単 ��� 3，415，070円

票 数

単勝票数 計 199693 的中 � 1200（10番人気）
複勝票数 計 800798 的中 � 2859（11番人気）� 34544（3番人気）� 6522（8番人気）
枠連票数 計 103587 的中 （5－6） 455（23番人気）
馬連票数 計 363706 的中 �� 656（39番人気）
馬単票数 計 292552 的中 �� 152（90番人気）
ワイド票数 計 221448 的中 �� 631（37番人気）�� 188（65番人気）�� 1284（26番人気）
3連複票数 計 504462 的中 ��� 128（183番人気）
3連単票数 計 942091 的中 ��� 20（1236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．9―46．7―58．8―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラホーヤビーチ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．10．14 京都14着

2012．3．27生 牝2青鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ダンツアリーナ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔制裁〕 クリノリーチソク号の騎手岩崎翼は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔調教再審査〕 ダンツアリーナ号は，発走調教再審査。
※ダンツアリーナ号は，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。

第４回 京都競馬 第８日



2808711月1日 曇 良 （26京都4）第8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
1：45．9

良
良

58 アイオシルケン 牡2黒鹿55 和田 竜二石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 464－ 21：48．7 13．0�
711 シャッターチャンス 牡2鹿 55 福永 祐一前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 436＋ 2 〃 クビ 6．0�
34 アドマイヤロケット 牡2青鹿55 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：48．8� 1．4�
813 ゼットスマイル 牡2栗 55 藤岡 佑介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 41：49．33 45．9�
33 ロードグリッター 牡2栗 55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 61：49．4クビ 64．5	
46 レッドソロモン 牡2鹿 55 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 6．6

610 マサノアウトバーン 牡2鹿 55 北村 友一中村 時子氏 高野 友和 浦河 笠松牧場 492± 01：49．61� 79．0�
11 ピアノコンチェルト 牝2黒鹿54 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 410＋ 21：49．81� 133．7�
22 トウカイルンバ 牡2黒鹿55 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 448± 01：49．9クビ 32．6
69 ピ ン ク マ ン 牡2黒鹿55 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 440＋ 61：50．0	 30．1�
57 メイショウサターン 牡2栗 55 国分 恭介松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 472＋241：50．21 208．3�
814 デザフィーオ 牡2黒鹿55 藤田 伸二今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 41：50．83� 45．3�
712 ナ ゴ ミ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真�イクタ 崎山 博樹 新冠 ムラカミファーム 436＋ 21：51．01� 82．1�
45 ウインユニファイド 牡2黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 61：51．53 271．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，367，000円 複勝： 91，287，000円 枠連： 13，186，000円
馬連： 49，074，200円 馬単： 34，905，700円 ワイド： 27，252，500円
3連複： 61，239，100円 3連単： 116，358，800円 計： 420，670，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 200円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 2，940円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 650円 �� 340円 �� 170円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 17，390円

票 数

単勝票数 計 273670 的中 � 16715（4番人気）
複勝票数 計 912870 的中 � 33228（4番人気）� 70805（2番人気）� 656229（1番人気）
枠連票数 計 131860 的中 （5－7） 3467（8番人気）
馬連票数 計 490742 的中 �� 11439（8番人気）
馬単票数 計 349057 的中 �� 3374（18番人気）
ワイド票数 計 272525 的中 �� 8690（7番人気）�� 18922（3番人気）�� 50571（1番人気）
3連複票数 計 612391 的中 ��� 50677（2番人気）
3連単票数 計1163588 的中 ��� 4851（48番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―12．4―12．7―12．7―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―34．7―47．1―59．8―1：12．5―1：24．5―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイオシルケン �
�
父 ヴ リ ル �

�
母父 アーミジャー デビュー 2014．7．26 中京11着

2012．4．13生 牡2黒鹿 母 メモリージュエル 母母 バ ラ ワ キ 6戦1勝 賞金 6，250，000円

2808811月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時30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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

67 アドマイヤスター 牡2青鹿55 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484 ―1：56．9 2．6�
44 ク ル ー ガ ー 牡2黒鹿55 P．ブドー �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502 ― 〃 クビ 2．2�

（仏）

33 モ ー グ リ 牡2栗 55 松山 弘平大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 548 ―1：58．07 26．7�
78 ダイナミックショー 牡2鹿 55 池添 謙一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 560 ―1：58．1クビ 23．6�
11 シゲルテンジンサン 牡2栗 55 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 藤沢牧場 482 ―1：58．84 22．3�
811 カ ノ ー ヴ ァ 牡2鹿 55 川田 将雅 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 528 ―1：58．9� 6．1	
66 ム イ ビ エ ン 牝2鹿 54 藤岡 佑介�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 476 ― 〃 クビ 164．0

810 プリュクベル 牝2鹿 54

51 ▲義 英真加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498 ―1：59．0クビ 14．9�

79 ティーエスヘリオ 牡2鹿 55 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 新ひだか 片岡 博 434 ―1：59．74 192．6�
22 ヤマニンラビサン 牝2栗 54 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 472 ―2：00．02 132．3
55 タガノプリマドンナ 牝2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488 ―2：00．63� 18．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，695，000円 複勝： 35，172，000円 枠連： 9，320，600円
馬連： 38，158，100円 馬単： 28，004，200円 ワイド： 20，188，100円
3連複： 46，050，100円 3連単： 87，726，900円 計： 286，315，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 240円 枠 連（4－6） 230円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 140円 �� 540円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 216950 的中 � 66511（2番人気）
複勝票数 計 351720 的中 � 84679（2番人気）� 162259（1番人気）� 14967（6番人気）
枠連票数 計 93206 的中 （4－6） 30848（1番人気）
馬連票数 計 381581 的中 �� 137569（1番人気）
馬単票数 計 280042 的中 �� 43399（2番人気）
ワイド票数 計 201881 的中 �� 50918（1番人気）�� 7497（6番人気）�� 7330（7番人気）
3連複票数 計 460501 的中 ��� 21337（5番人気）
3連単票数 計 877269 的中 ��� 15827（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．8―50．4―1：03．7―1：17．4―1：31．0―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F39．5
1
3
3，5，8（1，11）4（2，7）6－10，9・（3，5，8）（1，11，4）7，2，6－10－9

2
4

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

アドマイヤスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2012．2．25生 牡2青鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 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。



2808911月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

55 ベルウッドクラルテ 牡2鹿 55 松山 弘平鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 448 ―1：38．7 144．2�
44 レインボーソング 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 アタマ 11．3�
812 トウカイクローネ 牡2青鹿55 川田 将雅内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 464 ― 〃 ハナ 7．9�
811 ザイディックメア 牡2鹿 55 P．ブドー �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 468 ―1：38．8� 44．7�

（仏）

33 レッドベルダ 牝2黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント 430 ―1：38．9� 1．4	
79 ムーンクレスト 牡2鹿 55 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 456 ―1：39．11� 8．7

56 ア ゲ ハ 牡2黒鹿55 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 428 ―1：39．41� 13．4�
68 ローランレーヴ 牡2芦 55 田中 勝春�伊達牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 444 ―1：39．5� 130．0�
11 ステージダイブ 牡2青鹿55 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 528 ― 〃 ハナ 25．3
22 アドマイヤアラシ 牡2鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 様似 猿倉牧場 494 ― 〃 クビ 59．6�
67 ハッピーウィルス 牡2鹿 55 武 豊吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 476 ―1：39．6� 17．2�
710 シゲルヤッサマツリ 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 坂口 正則 日高 賀張三浦牧場 376 ―1：39．81 292．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，509，600円 複勝： 57，033，400円 枠連： 9，879，800円
馬連： 40，902，700円 馬単： 33，343，200円 ワイド： 21，466，400円
3連複： 49，962，400円 3連単： 101，215，100円 計： 342，312，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，420円 複 勝 � 5，330円 � 440円 � 380円 枠 連（4－5） 5，800円

馬 連 �� 45，540円 馬 単 �� 136，650円

ワ イ ド �� 8，480円 �� 9，910円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 117，090円 3 連 単 ��� 1，334，190円

票 数

単勝票数 計 285096 的中 � 1581（11番人気）
複勝票数 計 570334 的中 � 2481（11番人気）� 35839（3番人気）� 43195（2番人気）
枠連票数 計 98798 的中 （4－5） 1318（16番人気）
馬連票数 計 409027 的中 �� 696（42番人気）
馬単票数 計 333432 的中 �� 183（99番人気）
ワイド票数 計 214664 的中 �� 640（44番人気）�� 547（48番人気）�� 5231（10番人気）
3連複票数 計 499624 的中 ��� 320（124番人気）
3連単票数 計1012151 的中 ��� 55（837番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．5―50．7―1：03．7―1：16．3―1：27．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．0
3 4，5（3，12）（10，11）8（9，6）（7，2）1 4 ・（4，5）（3，12）（10，11）8（9，6）（7，2）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベルウッドクラルテ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Mt. Livermore 初出走

2012．4．3生 牡2鹿 母 エフィシェントフロンティア 母母 Sailing Minstrel 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。

2809011月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12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

44 ダノンバトゥーラ 牡3黒鹿55 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 470＋ 61：52．5 2．2�
56 ワールドダンス 牡3栗 55 福永 祐一杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 470＋ 21：52．92� 6．0�
57 ヒロノエンペラー 牡4青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 472± 01：53．96 55．6�
68 サンライズレーヴ 牡3栗 55

52 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464＋ 21：54．11� 11．1�

711 ゼンノスサノヲ 牡3栗 55 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 484＋ 21：54．31� 43．9�
22 メイショウヒコボシ 牡3鹿 55 武 豊松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 526± 01：54．51� 3．2	
45 クラウディオス 牡4栗 57 和田 竜二 
シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 ハナ 38．8�
710 トウカイストリーム 牡3青鹿55 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 528＋ 4 〃 アタマ 34．5�
33 アマノウインジー 牡3黒鹿55 国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 478± 01：54．6� 171．9
812 ヴ ァ ー ス 牝3青 53 大下 智名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 438± 01：54．7� 292．2�
69 アダムズアップル 牡3鹿 55

53 △岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 514－ 21：54．9� 12．6�
813 ヴァレンティーア 牝4栗 55 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 466＋201：55．32� 21．3�
11 アグネスキング 牡3黒鹿55 P．ブドー 渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 516＋ 21：55．61� 44．1�

（仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，139，500円 複勝： 37，275，000円 枠連： 14，520，600円
馬連： 58，154，000円 馬単： 34，861，900円 ワイド： 29，121，300円
3連複： 74，709，600円 3連単： 123，157，600円 計： 398，939，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 200円 � 740円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，630円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 17，500円

票 数

単勝票数 計 271395 的中 � 94595（1番人気）
複勝票数 計 372750 的中 � 105844（1番人気）� 45266（3番人気）� 8554（10番人気）
枠連票数 計 145206 的中 （4－5） 14648（3番人気）
馬連票数 計 581540 的中 �� 62085（2番人気）
馬単票数 計 348619 的中 �� 25307（3番人気）
ワイド票数 計 291213 的中 �� 23175（3番人気）�� 4343（17番人気）�� 2347（26番人気）
3連複票数 計 747096 的中 ��� 7168（23番人気）
3連単票数 計1231576 的中 ��� 5102（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．0―51．1―1：04．4―1：16．6―1：28．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバトゥーラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．17 京都1着

2011．4．29生 牡3黒鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 4戦2勝 賞金 18，100，000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。



2809111月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分（番組第8競走を順序変更） （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
2：22．6
2：22．1

良
良

22 ロングリバイバル 牡3鹿 55
52 ▲義 英真中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 492＋ 62：27．3 4．2�

66 ヤマイチパートナー 牡4栗 57 秋山真一郎坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 486－ 62：27．4� 5．5�
89 ペプチドアマゾン 牡4鹿 57 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 480± 02：27．5クビ 2．0�
44 	 ファルスター 牡6鹿 57 P．ブドー 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：27．6� 11．0�

（仏）

11 アドマイヤカーリン 牡6青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478± 02：27．7
 6．5�
88 クロニクルスカイ 牡3鹿 55 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 518＋102：27．8
 14．3	
55 	 テーオーダンシング �7鹿 57 難波 剛健小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 540＋ 82：28．43
 72．5

33 	 イグゼキュティヴ 牡8鹿 57 柴田 未崎岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 沖田 忠幸 520＋122：28．72 47．7�
77 エスケイティアラ 牝5鹿 55 国分 恭介長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 434－ 62：30．4大差 138．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，878，700円 複勝： 25，697，000円 枠連： 8，864，500円
馬連： 41，626，900円 馬単： 31，267，100円 ワイド： 19，228，100円
3連複： 50，110，300円 3連単： 110，050，600円 計： 307，723，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（2－6） 1，450円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 360円 �� 200円 �� 220円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 208787 的中 � 39470（2番人気）
複勝票数 計 256970 的中 � 35240（4番人気）� 42321（2番人気）� 88566（1番人気）
枠連票数 計 88645 的中 （2－6） 4737（7番人気）
馬連票数 計 416269 的中 �� 25688（6番人気）
馬単票数 計 312671 的中 �� 9487（9番人気）
ワイド票数 計 192281 的中 �� 11562（5番人気）�� 26796（1番人気）�� 23015（2番人気）
3連複票数 計 501103 的中 ��� 64404（2番人気）
3連単票数 計1100506 的中 ��� 14085（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．1―12．9―12．7―12．6―13．0―12．8―12．3―11．5―11．4―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�
12．7―24．2―36．3―49．2―1：01．9―1：14．5―1：27．5―1：40．3―1：52．6―2：04．1―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
2－9，8（1，5）3，6，4－7
2－9（8，1）5，3，6，4＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロングリバイバル 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．25 小倉4着

2011．3．23生 牡3鹿 母 アピールポイント 母母 ペリウィンクル 16戦3勝 賞金 29，783，000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。

2809211月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分（番組第7競走を順序変更） （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

510� コスモグラウベ 牡3黒鹿56 P．ブドー �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron
McCauley 452＋ 61：09．0 8．3�

（仏）

611 インヴォーク 牝3栗 54 国分 優作�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 416＋ 21：09．1	 23．7�
59 ベッラヴォーチェ 牝4鹿 55 川島 信二 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 454＋ 2 〃 アタマ 4．2�
612 ダンツキャノン 牡3栗 56 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 512＋ 21：09．31	 50．9�
816 イ ロ リ 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 466－ 41：09．4	 62．1	
36 ア ブ ニ ー ル 牝3鹿 54 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 6 〃 クビ 4．8

23 オースミチャド 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 494＋ 61：09．5	 5．7�
48 トシファイブスター 牡4黒鹿57 秋山真一郎田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 
川 啓一 450＋ 2 〃 クビ 95．4�
817 ウインレーベン 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム B452＋ 2 〃 アタマ 8．0
715 ケイエスポーラ 牡3鹿 56 和田 竜二キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 470－14 〃 ハナ 26．0�
47 ノーブルサイレンス 牝3青鹿54 国分 恭介吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 422＋121：09．71 134．4�
24 � ノ イ 牝4鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 129．3�
713 アルトゥーナ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 424＋ 8 〃 ハナ 20．4�
714 カレンシェリーメイ 牝5鹿 55 藤岡 佑介鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 414＋ 81：09．8クビ 50．8�
12 アドマイヤオウジャ 牡4鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 6．5�
11 ファインスマッシュ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 446－ 41：10．12 95．2�
35 ハッピーロングラン 牝3鹿 54 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428＋221：10．2クビ 74．1�
818� マイアミムーン �4黒鹿57 川須 栄彦吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 456＋ 4 〃 ハナ 196．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，327，600円 複勝： 35，553，500円 枠連： 20，203，400円
馬連： 62，426，700円 馬単： 31，411，500円 ワイド： 30，901，000円
3連複： 77，929，900円 3連単： 105，642，600円 計： 387，396，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 500円 � 160円 枠 連（5－6） 1，900円

馬 連 �� 8，230円 馬 単 �� 14，750円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 670円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 66，480円

票 数

単勝票数 計 233276 的中 � 22220（6番人気）
複勝票数 計 355535 的中 � 37407（4番人気）� 14601（8番人気）� 72741（1番人気）
枠連票数 計 202034 的中 （5－6） 8198（7番人気）
馬連票数 計 624267 的中 �� 5878（26番人気）
馬単票数 計 314115 的中 �� 1597（44番人気）
ワイド票数 計 309010 的中 �� 3729（21番人気）�� 12369（5番人気）�� 5635（16番人気）
3連複票数 計 779299 的中 ��� 7721（21番人気）
3連単票数 計1056426 的中 ��� 1152（190番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．4―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．0―46．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．0
3 ・（11，15）（10，16）（7，9）（6，17）（3，12）13，5（2，8）14，4，18，1 4 11，15（10，16）（7，9）（6，3，17）（2，12）（5，13）8（4，14）1，18

勝馬の
紹 介

�コスモグラウベ �
�
父 Broken Vow �

�
母父 Bertrando デビュー 2013．9．28 中山6着

2011．2．13生 牡3黒鹿 母 Exquisite Beauty 母母 Lasting Beauty 10戦2勝 賞金 21，542，000円
〔発走状況〕 ファインスマッシュ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ストームジャガー号
※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。



2809311月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第9競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 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 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：45．9

良
良

55 エイシンライダー 牡2黒鹿55 P．ブドー �栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 500＋ 21：47．6 12．2�
（仏）

11 ポルトドートウィユ 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 2．0�
22 グァンチャーレ 牡2青鹿55 義 英真松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 440－ 81：47．91� 5．9�
33 スティーグリッツ 牡2栗 55 浜中 俊�G1レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 3．4�
44 マサハヤドリーム 牡2鹿 55 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448± 01：48．0� 5．8	
66 アスカビレン 牝2鹿 54 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462＋ 21：48．1クビ 17．1


（6頭）

売 得 金
単勝： 44，106，600円 複勝： 37，844，000円 枠連： 発売なし
馬連： 65，963，200円 馬単： 49，341，700円 ワイド： 21，977，000円
3連複： 55，135，900円 3連単： 213，146，600円 計： 487，515，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 410円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 420円 �� 760円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 15，640円

票 数

単勝票数 計 441066 的中 � 28840（5番人気）
複勝票数 計 378440 的中 � 25350（5番人気）� 143881（1番人気）
馬連票数 計 659632 的中 �� 35540（6番人気）
馬単票数 計 493417 的中 �� 9293（17番人気）
ワイド票数 計 219770 的中 �� 12937（6番人気）�� 6579（13番人気）�� 23912（3番人気）
3連複票数 計 551359 的中 ��� 23180（7番人気）
3連単票数 計2131466 的中 ��� 9879（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―35．9―48．0―1：00．4―1：12．8―1：24．9―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．8
3 2－5，6（1，3）－4 4 2，5（1，6）3，4

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 デビュー 2014．10．19 京都1着

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 2戦2勝 賞金 22，154，000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。

2809411月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第10競走 ��
��1，200�

にしじん

西陣ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳
以上57�，牝馬2�減

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
1：09．1
1：08．7

重
重

23 � ナンチンノン 牡3栗 56 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.
Alexander 512＋ 41：11．3 3．2�

12 エーシングリズリー 牡5黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 482± 0 〃 クビ 28．2�
612 ビナスイート 牝5栗 55 松山 弘平井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 494＋ 81：11．4	 37．9�
713 ロスヴァイセ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 444－ 41：11．5	 23．9�
611 ヘアーオブザドッグ 牡5鹿 57 P．ブドー 平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 520± 01：11．71
 30．6	

（仏）

24 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 494＋ 41：11．8	 6．1

59 ロードガルーダ 牡5青 57 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 510＋ 6 〃 ハナ 6．1�
48 ブルーストーン 牝3黒鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 4 〃 アタマ 20．2�
36 スマートアレンジ 牝4鹿 55 酒井 学深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488＋10 〃 アタマ 17．1
47 ヤマノサファイア 牡6栗 57 義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 438－ 21：12．11� 30．1�
714� ク ロ タ カ 牝5黒鹿55 田中 勝春�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 490± 0 〃 ハナ 40．6�
815 サウスビクトル 牡5黒鹿57 北村 友一南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 476－ 8 〃 アタマ 62．7�
510� ベストルーラー 牡3黒鹿56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 494± 01：12．31
 3．6�
11 トップフライアー 牡5青鹿57 藤田 伸二井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B496－ 2 〃 クビ 90．2�
35 アフリカンハンター 牡6栗 57 岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 508－ 41：12．62 109．6�
816 ケージーヨシツネ 牡6鹿 57 岡田 祥嗣川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 462＋ 41：13．02	 193．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，377，300円 複勝： 58，653，300円 枠連： 35，002，700円
馬連： 117，571，600円 馬単： 57，591，600円 ワイド： 49，937，000円
3連複： 135，184，300円 3連単： 211，431，600円 計： 703，749，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 860円 � 940円 枠 連（1－2） 2，080円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 2，130円 �� 9，640円

3 連 複 ��� 44，880円 3 連 単 ��� 173，790円

票 数

単勝票数 計 383773 的中 � 94761（1番人気）
複勝票数 計 586533 的中 � 136434（1番人気）� 14289（11番人気）� 13069（13番人気）
枠連票数 計 350027 的中 （1－2） 13009（10番人気）
馬連票数 計1175716 的中 �� 18812（15番人気）
馬単票数 計 575916 的中 �� 5804（22番人気）
ワイド票数 計 499370 的中 �� 6620（17番人気）�� 6097（21番人気）�� 1311（73番人気）
3連複票数 計1351843 的中 ��� 2259（115番人気）
3連単票数 計2114316 的中 ��� 882（463番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．4―11．9―12．2―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナンチンノン �
�
父 Parading �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．12．7 中山1着

2011．5．12生 牡3栗 母 Etro 母母 Paisley Fashion 10戦4勝 賞金 52，846，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ナンチンノン号の騎手川島信二は，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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アンリヴィールド号・イエスイットイズ号・エアカーネリアン号・エーシンレンジャー号・キクノフレヴァン号・

コウユーサムライ号・タガノトネール号・タガノミューチャン号・テムジン号・ドリームコンサート号・ネロ号・
ハーロンベイ号

※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。



2809511月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第11競走 ��
��1，400�第57回毎日放送賞スワンステークス（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55�4歳以上56�，牝馬
2�減，25．10．26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，25．10．25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）

毎日放送賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 980，000円 280，000円 140，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

711 ミッキーアイル 牡3鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：20．3 2．5�
812 サンライズメジャー 牡5栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 484－ 21：20．4� 8．5�
45 フ ィ エ ロ 牡5青鹿56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 510＋14 〃 ハナ 4．5�
33 サドンストーム 牡5栗 56 国分 優作 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 482＋ 21：20．61	 139．0�
11 ウイングザムーン 牝5鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492－ 41：20．81 8．7	
813 サクラアドニス 牡6黒鹿56 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 472＋ 4 〃 ハナ 81．4

56 ベ ル カ ン ト 牝3栗 53 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 482＋ 41：20．9� 6．1�
22 オ リ ー ビ ン 牡5栗 56 松山 弘平吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 482＋ 61：21．0
 22．4�
69 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 468± 0 〃 ハナ 38．4
57 サダムパテック 牡6鹿 57 田中 勝春大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 21：21．21	 10．4�
710 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 472＋ 4 〃 クビ 106．1�
44 タガノブルグ 牡3鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋141：21．3� 26．3�
68 シルクフォーチュン 牡8鹿 56 川須 栄彦 �シルクレーシング 藤沢 則雄 新冠 中地 義次 472＋ 11：21．83 108．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 120，691，500円 複勝： 158，431，400円 枠連： 57，762，400円
馬連： 391，158，900円 馬単： 187，084，400円 ワイド： 151，572，000円
3連複： 555，205，600円 3連単： 975，036，300円 計： 2，596，942，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 190円 � 140円 枠 連（7－8） 910円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 500円 �� 290円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 7，020円

票 数

単勝票数 計1206915 的中 � 378994（1番人気）
複勝票数 計1584314 的中 � 330705（1番人気）� 171652（5番人気）� 312673（2番人気）
枠連票数 計 577624 的中 （7－8） 49146（4番人気）
馬連票数 計3911589 的中 �� 235895（3番人気）
馬単票数 計1870844 的中 �� 81589（4番人気）
ワイド票数 計1515720 的中 �� 73501（3番人気）�� 147055（1番人気）�� 70297（4番人気）
3連複票数 計5552056 的中 ��� 272160（2番人気）
3連単票数 計9750363 的中 ��� 100662（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．1―46．4―57．6―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．12生 牡3鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 8戦6勝 賞金 246，278，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりミッキーアイル号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2809611月1日 曇 良 （26京都4）第8日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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 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
1：09．1
1：08．7

重
重

612 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：10．8 2．6�
36 グランプリナイト 牡4黒鹿57 川田 将雅�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 510－ 41：11．11� 4．3�
47 マ リ カ 牝3栗 54 藤岡 康太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 472± 01：11．41� 19．1�
59 メイショウユメゴゼ 牝5栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 470－ 21：11．5� 5．6�
35 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57

54 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B518＋ 4 〃 クビ 12．7	
48 ゴーインググレート 牡4栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 460－121：11．6クビ 30．2

713 マウンテンファスト 牡5鹿 57 国分 優作山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 468＋ 41：11．7� 50．0�
510	 ゴールドディガー 牡6栗 57 太宰 啓介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 482＋ 21：11．8� 167．1�
12 タンブルブルータス 牡5鹿 57 田中 勝春ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 492± 01：11．9� 27．6
815 ヤマニンメンヒル 牡5鹿 57 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 476－ 6 〃 クビ 229．2�
611 ワンダーフォルテ 牡6栗 57 藤岡 佑介山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 498＋ 61：12．0クビ 167．5�
24 ジャマイカジョー 牡6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 462－ 8 〃 クビ 191．7�
816 ハニードント 牝3栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 448－ 21：12．1クビ 14．9�
23 デンコウヒノマル 牡3栗 56 松山 弘平田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 496＋ 4 〃 クビ 10．8�
11 マッシヴヒーロー 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 466＋ 81：12．31
 47．4�
714 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 56 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 500＋ 61：12．4� 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，381，100円 複勝： 57，550，400円 枠連： 28，474，900円
馬連： 120，332，000円 馬単： 57，526，600円 ワイド： 52，109，500円
3連複： 146，853，500円 3連単： 241，205，300円 計： 743，433，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 150円 � 460円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，050円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 13，120円

票 数

単勝票数 計 393811 的中 � 119595（1番人気）
複勝票数 計 575504 的中 � 124773（1番人気）� 108239（2番人気）� 22133（8番人気）
枠連票数 計 284749 的中 （3－6） 43605（1番人気）
馬連票数 計1203320 的中 �� 139893（1番人気）
馬単票数 計 575266 的中 �� 40152（1番人気）
ワイド票数 計 521095 的中 �� 51082（1番人気）�� 11893（10番人気）�� 10107（13番人気）
3連複票数 計1468535 的中 ��� 27513（10番人気）
3連単票数 計2412053 的中 ��� 13322（20番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルベーゼドランジェ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Ogygian デビュー 2013．5．18 京都11着

2010．3．22生 牝4鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck 9戦4勝 賞金 35，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ゴッドツェッペリン号・ダークシーカー号



（26京都4）第8日 11月1日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

293，780，000円
11，080，000円
2，140，000円
25，260，000円
62，044，500円
4，355，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
433，524，300円
712，781，000円
219，324，600円
1，066，671，100円
602，582，000円
471，794，700円
1，365，187，700円
2，468，306，800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 7，340，172，200円

総入場人員 17，179名 （有料入場人員 14，989名）
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