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３１０７３１１月２４日 曇 重 （２４京都５）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

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

７１２ アルボナンザ 牝２栗 ５４ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 ４５４＋ ４１：２６．３ ３．５�

２２ エーシンウェンディ 牝２栗 ５４ 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム ４８４＋ ６１：２７．２５ １０．６�

４６ ビーマイラブ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム ４９２± ０ 〃 ハナ ３．８�
６１０ ア サ ケ ゴ マ 牝２芦 ５４ 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４７０－ ２１：２７．４１� ３．５�
６９ ジューヌフルール 牝２栗 ５４ 和田 竜二飯田 正剛氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 ５１２± ０ 〃 ハナ １６．１�
７１１ リトルボナンザ 牝２芦 ５４ 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 ４３６－ ４１：２７．９３ ７１．７	
５７ ニホンピロローズ 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４１８－１０ 〃 クビ ２４９．２

５８ スーパールーセント 牝２栗 ５４ 田辺 裕信 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４１４－ ６１：２８．１１� ５３．５�
４５ クリノアンデス 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 競優牧場 ４１６－ ８１：２８．３� １９２．０�
３４ シ ギ ル 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 道見牧場 ４６０＋ ８１：２８．５１� ２２．２
１１ ヤマイチコマチ 牝２栗 ５４ 芹沢 純一坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 ４５８± ０１：２８．８２ ２２０．２�
３３ ヤマノダイヤ 牝２青鹿５４ 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 むかわ 上水牧場 ４６４－ ４１：２９．０１� ７０．４�
８１３ シゲルコギツネザ 牝２栗 ５４ 福永 祐一森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 ４５８＋ ２１：２９．２� ７．０�
８１４ スマートノワール 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二大川 徹氏 吉田 直弘 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ６１：２９．４１ １２２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３４６，３００円 複勝： ３６，０７３，２００円 枠連： ９，８７６，９００円

馬連： ３９，５３２，７００円 馬単： ２８，２１４，０００円 ワイド： ２１，３６８，１００円

３連複： ６２，３４２，０００円 ３連単： １０１，４６６，９００円 計： ３１５，２２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（２－７） １，８３０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ４１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� １２，６２０円

票 数

単勝票数 計 １６３４６３ 的中 � ３７８３８（１番人気）
複勝票数 計 ３６０７３２ 的中 � ９０３１２（２番人気）� ３５５６３（５番人気）� ４８４２９（３番人気）
枠連票数 計 ９８７６９ 的中 （２－７） ４０００（７番人気）
馬連票数 計 ３９５３２７ 的中 �� １８２１６（６番人気）
馬単票数 計 ２８２１４０ 的中 �� ７７６０（１１番人気）
ワイド票数 計 ２１３６８１ 的中 �� ９０６８（８番人気）�� １３８６５（３番人気）�� ５４５９（１１番人気）
３連複票数 計 ６２３４２０ 的中 ��� １９７７０（７番人気）
３連単票数 計１０１４６６９ 的中 ��� ５９３７（３８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１２．７―１２．７―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．９―１：００．６―１：１３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．４
３ ・（３，５）（６，１３，１２）（４，９，１０，１４）－（２，７）１１，８－１ ４ ・（３，５，１２）（６，１３）（９，１０，１４）４（２，７，１１）８－１

勝馬の
紹 介

アルボナンザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．６．３０ 函館３着

２０１０．３．２５生 牝２栗 母 エスジーボナンザ 母母 エスジービアンカ ６戦１勝 賞金 １１，６００，０００円

３１０７４１１月２４日 曇 重 （２４京都５）第７日 第２競走 ��１，２００�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

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

６１０ ドリームハヤテ 牡２鹿 ５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 ４９４＋ ８１：１２．５ １０．７�

４７ ノートゥング 牡２栗 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ ５０２－ ４１：１２．６� ５．７�

３５ ロ デ ム 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 小池 博幸 ５２６－ ４１：１２．８１� ９５．２�
８１５ ディープジュジュ 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 ４７０＋ ４１：１３．０１� １．７�
７１２ ドントタッチミー 牡２鹿 ５５ C．ルメール 山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ７．７�

（仏）

３４ プラネットスコア 牡２黒鹿５５ 川島 信二岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 ４５８－ ４１：１３．１クビ ３３．７�
８１４ ボストンビリーヴ 牝２栗 ５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６６－ ４１：１３．２� １３３．１	
６１１ マ イ ア リ ア 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ４５．１

７１３ サーシスリーフ 牡２鹿 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 ４８０± ０１：１３．６２� ９．７�
４６ ガッサンプレイ 牡２栗 ５５ 中舘 英二西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ４５８± ０ 〃 アタマ １７．９�
１１ メイショウユウヤケ 牝２黒鹿５４ 国分 恭介松本 好雄氏 増本 豊 様似 清水 誠一 ４２６＋ ６１：１３．８� ７０．９
２３ シゲルミズガメザ 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン
テンファーム B４８６＋ ４１：１３．９� ２０１．５�

５９ ノーザンハリアー �２芦 ５５ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 清水 久詞 むかわ 渡辺 隆 ４４２－ ４１：１５．１７ ７４．９�
２２ シゲルトケイザ 牡２鹿 ５５ 野元 昭嘉森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 泊 寿幸 ４２０－１２１：１５．４２ １２１．５�
５８ シゲルコグマザ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 ４３４－ ２１：１５．９３ ４４２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，０６４，８００円 複勝： ４９，９２１，５００円 枠連： １３，０５９，８００円

馬連： ４３，２３０，８００円 馬単： ３７，３５３，５００円 ワイド： ２６，８８９，７００円

３連複： ６６，８３４，７００円 ３連単： １２２，３５２，２００円 計： ３８１，７０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ５００円 � ２３０円 � ２，０００円 枠 連（４－６） １，６２０円

馬 連 �� ２，９４０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� １０，２１０円 �� ６，０００円

３ 連 複 ��� ６９，２８０円 ３ 連 単 ��� ３７３，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２２０６４８ 的中 � １６３２７（５番人気）
複勝票数 計 ４９９２１５ 的中 � ２５５７５（５番人気）� ６９０９８（２番人気）� ５５４０（１１番人気）
枠連票数 計 １３０５９８ 的中 （４－６） ５９８２（５番人気）
馬連票数 計 ４３２３０８ 的中 �� １０８８１（９番人気）
馬単票数 計 ３７３５３５ 的中 �� ４０７３（２１番人気）
ワイド票数 計 ２６８８９７ 的中 �� ６１０３（１１番人気）�� ６３４（５３番人気）�� １０８５（４１番人気）
３連複票数 計 ６６８３４７ 的中 ��� ７１２（１１０番人気）
３連単票数 計１２２３５２２ 的中 ��� ２４２（５２７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．５―１２．２―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．８―４７．０―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．７
３ ・（１０，１５）－（４，１３）（１２，１４）７，６（１，１１）９（３，２）（５，８） ４ ・（１０，１５）（４，１３）（１２，１４）７，６（１，１１）－（３，９）５－２，８

勝馬の
紹 介

ドリームハヤテ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１２．７．２９ 小倉６着

２０１０．４．１０生 牡２鹿 母 トーホウハヤカゼ 母母 ウェディングベリー ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第７日



３１０７５１１月２４日 曇 稍重 （２４京都５）第７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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

５８ ディープウェーブ 牡２青鹿５５ 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６± ０１：３６．０ ２．５�

６９ オースミナイン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ４．８�
３３ デンコウリキ 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 ４９４＋ ２１：３６．１クビ １５．０�
５７ ダイナミックウオー 牡２黒鹿５５ 幸 英明小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 ５０８－ ２１：３６．５２� ５０．３�
３４ エーティータラント 牡２芦 ５５ 熊沢 重文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４８２－ ２１：３６．６� ３４．４�
１１ � レッドファンタジア 牝２黒鹿５４ C．ルメール �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck

Stables LLC ５０６－ ４１：３６．８１ ３．５�
（仏）

７１２ エイティグローリー 牝２栗 ５４ 太宰 啓介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４２４－ ２１：３７．０１� ２１．７	
７１１ デスティニーシチー 牡２栗 ５５ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 ４６８－１０１：３７．３１� ９２．７

８１４ パープルルビー 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム ４５６＋ ２ 〃 クビ ５２．４�
８１３� エーシンレンジャー 牡２栗 ５５ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney ５０８－ ２１：３７．４� ７．８�
６１０ ペプチドマンボウ 牡２鹿 ５５ 国分 恭介沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 B４８０－ ４１：３７．８２� １６５．３
４５ セントアモーレ 牝２鹿 ５４ 武 豊谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４１６－ ２１：３８．０１� ４０．３�
２２ スパイクラベンダー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４２６－ ２１：３８．３１� ２４５．７�
４６ マイネサクラ 牝２黒鹿５４ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋１６１：３８．７２� １７５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，７１９，１００円 複勝： ４１，２１１，５００円 枠連： １２，１２０，９００円

馬連： ４６，９９２，９００円 馬単： ３３，３９０，５００円 ワイド： ２５，２０６，９００円

３連複： ６９，２０１，５００円 ３連単： １１８，４９３，６００円 計： ３７０，３３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３００円 枠 連（５－６） ５７０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ７１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� ６，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２３７１９１ 的中 � ７５８２６（１番人気）
複勝票数 計 ４１２１１５ 的中 � １１６８５９（１番人気）� ６４０７６（３番人気）� ２５９００（５番人気）
枠連票数 計 １２１２０９ 的中 （５－６） １５９５０（２番人気）
馬連票数 計 ４６９９２９ 的中 �� ６６１４５（２番人気）
馬単票数 計 ３３３９０５ 的中 �� ２９２４６（２番人気）
ワイド票数 計 ２５２０６９ 的中 �� ２８３５２（２番人気）�� ８１７１（７番人気）�� ６２５５（９番人気）
３連複票数 計 ６９２０１５ 的中 ��� ２４１２６（６番人気）
３連単票数 計１１８４９３６ 的中 ��� １３１０９（１４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１２．１―１２．４―１２．２―１２．３―１１．６―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３６．１―４８．５―１：００．７―１：１３．０―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープウェーブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Labeeb デビュー ２０１２．１０．２８ 京都３着

２０１０．１．３０生 牡２青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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。

３１０７６１１月２４日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４京都５）第７日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３５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

８１２ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５８ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４４２－ ２３：１７．４ ２．５�

３３ オースミムーン 牡３鹿 ５８ 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４７０＋１８３：１７．７２ １４．７�
１１ エアペイシェンス 牡６栗 ６０ 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４± ０３：１８．１２� ３．９�
４４ シゲルメロン �３黒鹿５８ 田村 太雅森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４８０± ０３：１９．４８ ４．０�
７１０ トウカイエナジー 牝３栗 ５６ 植野 貴也内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４７６＋ ４３：１９．６１� １１．０�
６８ クレバーベスト �４鹿 ６０ 今村 康成 �ウエスタンファーム崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６８＋ ４３：１９．８１� ２０．９�
６７ � エーシンハクレイ 牡４芦 ６０ 西谷 誠�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ５２０＋１８３：２０．３３ ２２．０	
５６ シゲルマスカット 牝３鹿 ５６ 黒岩 悠森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４８２＋ ６ 〃 アタマ １０６．３

８１１ メイショウシャイン 牡５鹿 ６０ 小坂 忠士松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４９０＋ ４３：２２．２大差 ５５．６�
７９ アスカノラポール 牡３栗 ５８ 鈴木 慶太豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５４６＋２２３：２３．５８ ５７．７�
２２ リリーアタッカー 牡３栗 ５８ 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４７２＋１８３：２５．１１０ ２６．０
５５ カシノデューク 牡３栗 ５８ 金子 光希柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ５０２＋１２３：３３．６大差 ７２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，６７７，８００円 複勝： ２２，３９５，４００円 枠連： １１，６８５，２００円

馬連： ３３，７１９，１００円 馬単： ２８，５１２，４００円 ワイド： １９，２７１，６００円

３連複： ５４，４６６，８００円 ３連単： ９９，１３３，５００円 計： ２８５，８６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � １７０円 枠 連（３－８） ２，０７０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ２４０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� １４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １６６７７８ 的中 � ５３１４６（１番人気）
複勝票数 計 ２２３９５４ 的中 � ６３２７４（１番人気）� １２９０１（６番人気）� ３６０８３（３番人気）
枠連票数 計 １１６８５２ 的中 （３－８） ４１８２（７番人気）
馬連票数 計 ３３７１９１ 的中 �� １２４４１（６番人気）
馬単票数 計 ２８５１２４ 的中 �� ６９８８（９番人気）
ワイド票数 計 １９２７１６ 的中 �� ５４７９（９番人気）�� ２３９０３（２番人気）�� ３６４６（１４番人気）
３連複票数 計 ５４４６６８ 的中 ��� １６３９６（７番人気）
３連単票数 計 ９９１３３５ 的中 ��� ５１８３（３４番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５２．０－３F ３８．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
８＝３－４（１０，１２，１）－（６，７）１１，２－９＝５・（８，３）（１２，４）－１，１０－（６，７）＝１１＝（２，９）＝５

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

勝馬の
紹 介

アグネスミヌエット �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００８．３．９ 阪神１着

２００５．３．２５生 牝７鹿 母 アグネスシルキー 母母 アグネスヒロイン 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円



３１０７７１１月２４日 曇 良 （２４京都５）第７日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５分 （芝・右）

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

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

４６ ブレークビーツ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２２：０３．０ ９．５�
（仏）

４５ プロミネントロール 牡２鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２４± ０２：０３．２１� １０．０�
１１ � サウンドデューク 牡２栗 ５５ 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud ４４４－ ４２：０３．３� １２１．２�
５７ オーアンジェリーナ 牝２栗 ５４ 武 豊北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 ４５０－ ４ 〃 ハナ １３．１�
５８ サ チ ゴ ロ ウ 牡２栗 ５５ 酒井 学小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 ４８４± ０ 〃 クビ ３．５�
７１２ マイネルオードビー 牡２芦 ５５ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 松本牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ ２１．８	
６１０ リッチラヴィーニュ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５８－１２ 〃 ハナ ２０．６

６９ ロードファルクス 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム ４２６＋ ２２：０３．４� １９０．０�
７１１ シ ン シ ャ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４５６－１０２：０３．５クビ ３７．３�
８１３ ヒルノドンカルロ 牡２青鹿５５ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 ５１８－ ８２：０３．６� ４．１
８１４ ボロンベルラルーン 牝２鹿 ５４ 幸 英明�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４２－ ２２：０３．９１	 ４．２�
２２ ハナズタイガー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 本巣 敦 ４９０＋ ２ 〃 クビ １１３．４�
３３ マグナムボーイ 牡２鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 増本牧場 ５３４± ０２：０４．０� ２８．２�
３４ アリオンバローズ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２＋ ２２：０５．９大差 ２７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，０１２，４００円 複勝： ３３，９４０，７００円 枠連： １７，９８６，７００円

馬連： ４４，３９８，０００円 馬単： ３１，２６０，１００円 ワイド： ２４，４１２，８００円

３連複： ６５，５７１，０００円 ３連単： ９７，８０６，１００円 計： ３３５，３８７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３２０円 � ４００円 � ３，１４０円 枠 連（４－４） ４，３３０円

馬 連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ６，７３０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� １２，２７０円 �� １３，６００円

３ 連 複 ��� １０７，３００円 ３ 連 単 ��� ４２９，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２００１２４ 的中 � １６７４０（４番人気）
複勝票数 計 ３３９４０７ 的中 � ３１７１７（４番人気）� ２３３９０（５番人気）� ２４４７（１３番人気）
枠連票数 計 １７９８６７ 的中 （４－４） ３０６６（１５番人気）
馬連票数 計 ４４３９８０ 的中 �� １０７２８（１３番人気）
馬単票数 計 ３１２６０１ 的中 �� ３４３２（２７番人気）
ワイド票数 計 ２４４１２８ 的中 �� ６８３０（８番人気）�� ４７７（６３番人気）�� ４３０（６７番人気）
３連複票数 計 ６５５７１０ 的中 ��� ４５１（１７７番人気）
３連単票数 計 ９７８０６１ 的中 ��� １６８（８６４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．２―１２．９―１２．９―１２．６―１２．２―１２．０―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３６．６―４９．５―１：０２．４―１：１５．０―１：２７．２―１：３９．２―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３
７，８（４，１３）（５，１４）（２，３，６）－（１１，１０）－９－（１，１２）
７，８（４，１３）（５，１４）（２，６）（３，１０）１１（１，１２）９

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

勝馬の
紹 介

ブレークビーツ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．９．９ 阪神４着

２０１０．４．２２生 牡２鹿 母 ラバンディエーラ 母母 ナショナルフラッグ ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔その他〕 アリオンバローズ号は，競走中終始内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。

３１０７８１１月２４日 曇 稍重 （２４京都５）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１１．０
１：１０．２

重

不良

３３ ワンダーヴィーヴァ 牡２青鹿５５ 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 ５５８ ―１：１３．３ ２．４�

１１ ヤマニンブルジョン 牡２栗 ５５ 田辺 裕信土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５８ ― 〃 クビ ６．７�
２２ シゲルタテザ 牡２栗 ５５ 川須 栄彦森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 沖田 繁 ４９８ ―１：１４．１５ ８．４�
５６ メイショウゲンキ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 ４６６ ―１：１４．３１� ２９．９�
６７ ビコーハエレシス 牡２黒鹿５５ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 ４４２ ―１：１４．６１� １１４．４�
７１０ サトノラーク 牡２栗 ５５ 和田 竜二里見 治氏 村山 明 千歳 社台ファーム ５１６ ― 〃 アタマ １０．９�
８１１ ウルトラサウンド 牡２鹿 ５５ 福永 祐一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５１０ ―１：１４．７� ３．２	
７９ クリノマナスル 牝２鹿 ５４ 国分 恭介栗本 博晴氏 日吉 正和 日高 日西牧場 ４４２ ―１：１６．２９ ４３．８

４４ キョウワリスキー 牡２鹿 ５５ 松山 弘平�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６６ ―１：１６．３� ６７．５�
５５ メイショウゲンナイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４０４ ―１：１６．５１ ２９．８�
８１２ スピードサンダー 牡２栗 ５５ 太宰 啓介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４６２ ―１：１６．７１� ２４．８
６８ エ ン バ ー ゴ 牡２黒鹿５５ 酒井 学 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５２２ ―１：１６．９� ９０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８２，４００円 複勝： ３１，２９７，２００円 枠連： １２，４０７，４００円

馬連： ４１，０７９，１００円 馬単： ３５，２０６，４００円 ワイド： ２２，１２８，６００円

３連複： ５７，２９６，３００円 ３連単： １０６，９９９，１００円 計： ３２８，８９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（１－３） ７７０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３６０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ４，１００円

票 数

単勝票数 計 ２２４８２４ 的中 � ７４４６９（１番人気）
複勝票数 計 ３１２９７２ 的中 � ７９５９９（１番人気）� ４１８６２（４番人気）� ４４０１９（３番人気）
枠連票数 計 １２４０７４ 的中 （１－３） １１９７１（２番人気）
馬連票数 計 ４１０７９１ 的中 �� ３５８１７（２番人気）
馬単票数 計 ３５２０６４ 的中 �� ２０８２８（３番人気）
ワイド票数 計 ２２１２８６ 的中 �� １５１５８（３番人気）�� １５８３６（２番人気）�� ７８２８（８番人気）
３連複票数 計 ５７２９６３ 的中 ��� ３６２７３（４番人気）
３連単票数 計１０６９９９１ 的中 ��� １９２９７（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．０―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．１―３６．１―４８．５―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーヴィーヴァ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

２０１０．４．１生 牡２青鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０７９１１月２４日 曇 良 （２４京都５）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１３時２５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

７１２ ノーブルコロネット 牝２鹿 ５４ C．ルメール �G１レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：３６．２ ４．９�
（仏）

６１０ カレンケカリーナ 牝２黒鹿５４ 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：３６．５２ ２．２�
２３ リージェンシー 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０ ―１：３７．１３� １４．７�
２２ エンジェリックレイ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４１４ ― 〃 アタマ １０．９�
５９ マイティウォリアー 牡２栗 ５５ 幸 英明�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４７２ ― 〃 クビ ５８．６�
４７ テイエムメデル 牝２黒鹿５４ 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 ４３８ ―１：３７．２クビ ９．０	
１１ ハギノエルドラド 牡２鹿 ５５ 川田 将雅安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４３６ ― 〃 ハナ ４７．３

８１４ エーシンヘディング 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４６６ ―１：３７．５２ ２０．４�
７１３ レッドヴィヴィアン 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４２４ ― 〃 アタマ １５．８�
５８ ヤマニンサッチェル 牝２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４４０ ―１：３７．６� ２２９．８
６１１ ローゼンガルテン 牡２青 ５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：３７．８１� ７．６�
３５ キョウワナイト 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４７０ ― 〃 クビ １０９．５�
３４ グレートエンジェル 牝２鹿 ５４ 酒井 学田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 ４７６ ―１：３８．０１� ９６．０�
８１５ サチノニベア 牝２芦 ５４ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 ４８０ ― 〃 クビ ２６７．１�
４６ ディレクター 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦田島 大史氏 中村 均 新冠 大栄牧場 ４７２ ―１：３８．４２� ８０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，４８４，９００円 複勝： ３３，０２４，８００円 枠連： １７，５８３，２００円

馬連： ５０，３７３，２００円 馬単： ３６，８３２，５００円 ワイド： ２５，３４１，６００円

３連複： ６８，６４３，８００円 ３連単： １１３，５７９，９００円 計： ３７０，８６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（６－７） ３７０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，２４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� １３，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２５４８４９ 的中 � ４１４４０（２番人気）
複勝票数 計 ３３０２４８ 的中 � ４４１８４（２番人気）� ８９６４８（１番人気）� ２４０５５（６番人気）
枠連票数 計 １７５８３２ 的中 （６－７） ３５６３８（１番人気）
馬連票数 計 ５０３７３２ 的中 �� ５８８４２（１番人気）
馬単票数 計 ３６８３２５ 的中 �� １８１０６（３番人気）
ワイド票数 計 ２５３４１６ 的中 �� ２３１２３（１番人気）�� ４５７０（１５番人気）�� １０２３５（５番人気）
３連複票数 計 ６８６４３８ 的中 ��� １８１７６（５番人気）
３連単票数 計１１３５７９９ 的中 ��� ６２９０（３３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．０―１２．２―１２．２―１２．１―１１．６―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．７―３６．７―４８．９―１：０１．１―１：１３．２―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルコロネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun 初出走

２０１０．２．７生 牝２鹿 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 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。

３１０８０１１月２４日 曇 稍重 （２４京都５）第７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）

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

７１３ ケイティーズハート 牝３鹿 ５３
５０ ▲菱田 裕二 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：５２．４ ５．４�

３６ � シゲルスターキング 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion
America ５０４± ０１：５２．６１� ３．８�

２３ � サダルメリク 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess ４８８＋ ６１：５２．８１	 ９．２�

２４ ジェットブリット 牡３黒鹿５５ 川田 将雅�G１レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ５６６＋ ６１：５３．１２ ６２．８�
８１５ マルティニーク 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：５３．５２� １９．７�
６１２� エ ク チ ュ ア 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock ４５０± ０ 〃 クビ ６．７	
１２ マヤノオントロジー 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ９４．０

４７ ブルータンザナイト 牡３青鹿５５ 幸 英明桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５４４＋ ２１：５３．７
 １３．２�
１１ シゲルリンゴ 牝３栗 ５３ 高倉 稜森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４４２＋ ２１：５４．０２ ６３．４�
６１１� メイショウマルクル 牡４栗 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ４９６± ０１：５４．２１ １８６．２
７１４ ハワイアンソルト 牡３芦 ５５ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８＋１６ 〃 アタマ １０．７�
３５ サトノサミット 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５１２± ０１：５４．３� ４５．４�
５１０ ツィンクルブーケ 牝４芦 ５５ 川須 栄彦吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：５４．４� ２９．６�
８１６ ヤマイチタイキ 牡６鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志坂本 肇氏 鹿戸 明 平取 二風谷ファーム ４９８＋ ２１：５５．５７ ２７８．４�
４８ アサクサショパン 牡４黒鹿５７ C．ルメール 田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：５６．５６ ４．４�

（仏）

５９ � エーシンミモザ 牝４鹿 ５５ 松田 大作平井 淑郎氏 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４７８－ ８ 〃 アタマ ４０１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１８４，７００円 複勝： ５３，６８４，５００円 枠連： １９，３７３，８００円

馬連： ７５，９０７，７００円 馬単： ４３，７５１，４００円 ワイド： ３８，３４６，５００円

３連複： １０４，３９８，０００円 ３連単： １５９，６３１，４００円 計： ５２３，２７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（３－７） ７４０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ７２０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 ��� １６，２００円

票 数

単勝票数 計 ２８１８４７ 的中 � ４１２４４（３番人気）
複勝票数 計 ５３６８４５ 的中 � ６８０７０（３番人気）� １１４９６３（１番人気）� ５５１９８（５番人気）
枠連票数 計 １９３７３８ 的中 （３－７） １９４０５（３番人気）
馬連票数 計 ７５９０７７ 的中 �� ４６７４８（３番人気）
馬単票数 計 ４３７５１４ 的中 �� １０９８０（７番人気）
ワイド票数 計 ３８３４６５ 的中 �� ２０２１０（４番人気）�� １２７４０（８番人気）�� ２０３２６（３番人気）
３連複票数 計１０４３９８０ 的中 ��� ２９７４０（５番人気）
３連単票数 計１５９６３１４ 的中 ��� ７２７６（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３７．０―４９．７―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．７―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．３
１
３
１３，８（３，７，１６）（６，１０）（４，１４）９（１５，１１）－５，１２，１，２
１３（８，１６）（３，１４）７（４，１０，６）（１５，１２）（５，９）１１，１－２

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

勝馬の
紹 介

ケイティーズハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kris デビュー ２０１２．２．５ 京都２着

２００９．４．２５生 牝３鹿 母 ケイティーズファースト 母母 Katies ８戦２勝 賞金 １９，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシノチョッパー号
（非抽選馬） １頭 ドリームリーグ号
※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。



３１０８１１１月２４日 曇 良 （２４京都５）第７日 第９競走 ��
��２，０００�京都２歳ステークス

発走１４時３０分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金７５０万円毎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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５９．９

良

良

１１ エピファネイア 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２２：０３．０ １．２�

４４ ダンツアトラス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム ４７６＋ ６２：０３．３１� ４６．９�
３３ テイエムダイパワー 牡２栗 ５５ 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 ４７０－ ２ 〃 ハナ ２６．１�
６６ オーキッドレイ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４２：０３．５１� １２．７�
７７ ニシノアプレゲール 牡２芦 ５５ 和田 竜二西山 茂行氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム ４７２＋ ２２：０３．９２� １６．５�
８１０ クラウディオス 牡２栗 ５５ 幸 英明有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２２：０４．０� １８．１	
２２ シェイクザバーレイ 牡２鹿 ５５ C．ルメール �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３０＋１０ 〃 クビ １５．２

（仏）

８９ サンガヴィーノ 牡２栗 ５５ 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ １２７．８�
７８ ピ ン ポ ン 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 ４４６＋ ２２：０４．１� ８９．７�
５５ サンライズバード 牡２黒鹿５５ 四位 洋文松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４６６＋ ４２：０５．４８ ２５．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ６９，３１８，０００円 複勝： １９３，８１９，２００円 枠連： １８，３５５，６００円

馬連： ９５，２７４，０００円 馬単： ９７，５３３，１００円 ワイド： ５１，７０２，４００円

３連複： １２５，５３７，１００円 ３連単： ４０６，１１８，２００円 計： １，０５７，６５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ６２０円 � ３５０円 枠 連（１－４） ２，３５０円

馬 連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ４８０円 �� ５，１９０円

３ 連 複 ��� ８，６２０円 ３ 連 単 ��� ２４，１９０円

票 数

単勝票数 計 ６９３１８０ 的中 � ４８６２１９（１番人気）
複勝票数 計１９３８１９２ 的中 � １４３８６２９（１番人気）� ２５０６８（８番人気）� ５０４７６（６番人気）
枠連票数 計 １８３５５６ 的中 （１－４） ５７６８（７番人気）
馬連票数 計 ９５２７４０ 的中 �� ３２８９１（７番人気）
馬単票数 計 ９７５３３１ 的中 �� ２９４６９（８番人気）
ワイド票数 計 ５１７０２４ 的中 �� １６９５３（９番人気）�� ２９０３７（６番人気）�� ２２５７（３３番人気）
３連複票数 計１２５５３７１ 的中 ��� １０７５０（２４番人気）
３連単票数 計４０６１１８２ 的中 ��� １２３９５（６８番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．４―１２．８―１２．６―１２．８―１２．９―１２．０―１１．６―１１．２―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．５―２５．９―３８．７―５１．３―１：０４．１―１：１７．０―１：２９．０―１：４０．６―１：５１．８

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

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

勝馬の
紹 介

エピファネイア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１２．１０．２１ 京都１着

２０１０．２．１１生 牡２鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール ２戦２勝 賞金 ２２，２２４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。
〔発走状況〕 サンライズバード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

３１０８２１１月２４日 曇 良 （２４京都５）第７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，２３．１１．２６以降２４．１１．１８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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．６
２：２２．１

良

良

８１２ マイネルシュトルム 牡６栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ５１８－ ２２：２６．２ ９．７�

５７ � ローレルクラシック 牡５栗 ５５ C．ルメール �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ５００－ ２２：２６．４１� ４．５�
（仏）

６９ ラヴィンライフ 牡６鹿 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８± ０２：２６．５� １４．６�

４４ バ ン ザ イ 牡３栗 ５３ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４９２＋１０ 〃 ハナ １９．８�
３３ マキハタテノール 牡３鹿 ５４ 幸 英明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４９４＋ ６ 〃 ハナ ４６．５�
７１０ ウォーターセレネ 牝７栃栗５１ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４２８－ ２２：２６．８１	 １０２．４	
５６ タガノレイヨネ 牡３栗 ５３ 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 ５０６＋１０２：２６．９	 ６．０

８１３ ミヤコトップガン 牡６栗 ５５ 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １３．８�
２２ アドマイヤカーリン 牡４青鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８２：２７．１１� ４．５�
４５ カリスマミッキー 牡４栗 ５６ 川須 栄彦三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８６＋１０２：２７．２� １８．９
７１１� ケージーカチボシ 牡６鹿 ５１ 菱田 裕二栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５５４± ０２：２９．０大差 １７１．２�
１１ テイエムシバスキー 牡６鹿 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４７０＋ ４２：３５．８大差 ７２．６�
６８ トウシンイーグル 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４７４± ０ （競走中止） ４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，２１３，６００円 複勝： ５４，８６７，５００円 枠連： ３０，５８４，４００円

馬連： １０９，６７２，６００円 馬単： ６２，３０５，８００円 ワイド： ４３，３４４，３００円

３連複： １４５，３２０，６００円 ３連単： ２５１，０３７，２００円 計： ７２８，３４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � ４２０円 枠 連（５－８） ７１０円

馬 連 �� １，７７０円 馬 単 �� ４，５５０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� １，９５０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １０，１３０円 ３ 連 単 ��� ６３，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３１２１３６ 的中 � ２５５９５（５番人気）
複勝票数 計 ５４８６７５ 的中 � ４６９０４（５番人気）� １０４５７４（１番人気）� ２９１１７（７番人気）
枠連票数 計 ３０５８４４ 的中 （５－８） ３２１６４（３番人気）
馬連票数 計１０９６７２６ 的中 �� ４５７６９（７番人気）
馬単票数 計 ６２３０５８ 的中 �� １０１２４（１７番人気）
ワイド票数 計 ４３３４４３ 的中 �� １５７３０（７番人気）�� ５２９０（３０番人気）�� ９４８９（１３番人気）
３連複票数 計１４５３２０６ 的中 ��� １０５９１（３９番人気）
３連単票数 計２５１０３７２ 的中 ��� ２９２８（２３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．２―１２．５―１２．１―１２．４―１２．８―１３．３―１２．４―１１．９―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．２―２３．０―３４．２―４６．７―５８．８―１：１１．２―１：２４．０―１：３７．３―１：４９．７―２：０１．６―２：１３．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルシュトルム �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Prego デビュー ２００８．１１．２４ 京都１１着

２００６．４．１５生 牡６栗 母 スリリングディ 母母 Leica Pretender ２７戦４勝 賞金 ９１，４１８，０００円
〔競走中止〕 トウシンイーグル号は，最後の直線コースで騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムシバスキー号は，平成２４年１２月２４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。



３１０８３１１月２４日 曇 良 （２４京都５）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�第５７回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万
円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

１１ ハクサンムーン 牡３栗 ５５ 酒井 学河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４６２－ ４１：０８．５ ３４．１�

４８ アドマイヤセプター 牝４栗 ５４ C．ルメール 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８ 〃 アタマ ４．４�
（仏）

３５ シュプリームギフト 牝４青鹿５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４６６＋１０１：０８．６� ３９．６�
６１２ テイエムオオタカ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４９８＋ ６ 〃 クビ ６．１�
８１８ ハナズゴール 牝３栗 ５３ 田辺 裕信M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４２２＋１６１：０８．７	 １３．０�
３６ ジュエルオブナイル 牝５鹿 ５４ 川田 将雅 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：０８．８クビ ４０．１	
４７ オ リ ー ビ ン 牡３栗 ５５ 武 豊吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２ 〃 アタマ ９．２

１２ グランプリエンゼル 牝６栃栗５４ 川須 栄彦北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ５７．７�
７１４ エーシンホワイティ 牡５鹿 ５６ 松山 弘平�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ５１２± ０１：０８．９クビ １３．７�
５１０ エーシンヴァーゴウ 牝５栗 ５５ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ９．６
２４ サドンストーム 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０± ０１：０９．０クビ ５．２�
２３ スギノエンデバー 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ ２１．２�
８１７ マコトナワラタナ 牝３鹿 ５３ 和田 竜二尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２１：０９．１クビ ３５．２�
６１１ ビウイッチアス 牝３黒鹿５３ 中舘 英二井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４４２± ０１：０９．２� ６９．６�
５９ パ ド ト ロ ワ 牡５鹿 ５８ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：０９．５１	 １０．６�
７１５ スプリングサンダー 牝５鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ４３．３�
７１３ ケイアイアストン 牡７鹿 ５６ 太宰 啓介 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４８２＋ ２ 〃 クビ ３１１．６�
８１６ ウインドジャズ 牡５黒鹿５６ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ５００± ０１：０９．６クビ ２２４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０４，５８７，４００円 複勝： １９３，４０３，３００円 枠連： １００，８８０，０００円

馬連： ４４６，７４７，３００円 馬単： １９９，４０２，６００円 ワイド： １７３，０９７，３００円

３連複： ６６２，４５５，４００円 ３連単： １，０４１，０８０，１００円 計： ２，９２１，６５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４１０円 複 勝 � １，２５０円 � ２１０円 � １，０５０円 枠 連（１－４） ３，６５０円

馬 連 �� １１，８６０円 馬 単 �� ２８，１５０円

ワ イ ド �� ４，３００円 �� １５，５２０円 �� ３，９９０円

３ 連 複 ��� １２６，６６０円 ３ 連 単 ��� ７９２，９００円

票 数

単勝票数 計１０４５８７４ 的中 � ２４２１０（１０番人気）
複勝票数 計１９３４０３３ 的中 � ３４９９８（１３番人気）� ３１６２６７（１番人気）� ４２３７６（１１番人気）
枠連票数 計１００８８００ 的中 （１－４） ２０４２７（１６番人気）
馬連票数 計４４６７４７３ 的中 �� ２７８１６（４０番人気）
馬単票数 計１９９４０２６ 的中 �� ５２２９（９１番人気）
ワイド票数 計１７３０９７３ 的中 �� ９９５１（４８番人気）�� ２７２０（１０８番人気）�� １０７３９（４３番人気）
３連複票数 計６６２４５５４ 的中 ��� ３８６０（２９６番人気）
３連単票数 計１０４１０８０１ 的中 ��� ９６９（１７４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１１．４―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４５．７―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１２．３ 阪神１着

２００９．２．１４生 牡３栗 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン １２戦５勝 賞金 ９２，５９５，０００円
〔騎手変更〕 マコトナワラタナ号の騎手佐藤哲三は，第１０競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔制裁〕 アドマイヤセプター号の騎手C．ルメールは，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。（５番・１２番への

進路影響）
※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 ウインペンタゴン号・ガンダーラ号・ラインブラッド号
※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。

３１０８４１１月２４日 曇 稍重 （２４京都５）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０８．７

重

重

８１６ キョウワダッフィー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４６６± ０１：１０．７ ２．２�

６１１ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４８６－ ２１：１１．２３ １７．３�
２３ シゲルシゲザネ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ４５．３�
５１０ ミヤジシェンロン 牡５鹿 ５７ 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４５０＋ ８１：１１．３� ８．６�
５９ � アンリヴィールド 牝３栗 ５４ 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

４７８＋ ２１：１１．４	 ２０．２�
７１３ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４９８＋ ４１：１１．５クビ １５４．２	
６１２ ヤマニンパピオネ 牝４芦 ５５ 中舘 英二土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ５０６＋１０ 〃 ハナ ５．９

１２ ローレルボルケーノ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ５１８＋ ６ 〃 クビ ６１．３�
３５ 
 エスケープマジック 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９６＋１４１：１１．７	 １４．２�
４７ ディアアゲイン 牡７栗 ５７ 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４７２＋１０１：１１．８� ５１．５
８１５ ピュアマリーン 牝６栗 ５５ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４６２－１６ 〃 クビ １８７．８�
７１４
 ネオファロス 牡７栗 ５７ 松山 弘平小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B５０８＋１０１：１１．９� ２３６．５�
４８ リッカコウユウ 牝６鹿 ５５ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４６０－ ４１：１２．０� ７５．２�
３６ ヤマニンメンヒル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４６８＋２４ 〃 クビ １８．５�
１１ ラディアーレ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６０－ ２１：１２．３１	 ６．３�
２４ � フリスコベイ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC ４９０± ０１：１６．０大差 ３９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，１５３，２００円 複勝： ７６，５５５，６００円 枠連： ４４，４１９，６００円

馬連： １４９，０００，３００円 馬単： ９０，１０６，４００円 ワイド： ６７，６６０，９００円

３連複： １９４，９７６，１００円 ３連単： ３７２，６０２，９００円 計： １，０４９，４７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � ７２０円 枠 連（６－８） ４４０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� １，８５０円 �� ６，０４０円

３ 連 複 ��� １７，７００円 ３ 連 単 ��� ５５，６６０円

票 数

単勝票数 計 ５４１５３２ 的中 � ２０３０８２（１番人気）
複勝票数 計 ７６５５５６ 的中 � ２２３９０２（１番人気）� ６０８５７（５番人気）� １９７７３（１１番人気）
枠連票数 計 ４４４１９６ 的中 （６－８） ７４８１４（１番人気）
馬連票数 計１４９０００３ 的中 �� ６８２０３（６番人気）
馬単票数 計 ９０１０６４ 的中 �� ３０４７７（７番人気）
ワイド票数 計 ６７６６０９ 的中 �� ３８６５８（４番人気）�� ８７０５（１８番人気）�� ２５８８（５７番人気）
３連複票数 計１９４９７６１ 的中 ��� ８１３０（５６番人気）
３連単票数 計３７２６０２９ 的中 ��� ４９４１（１５９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．２―１１．８―１２．１―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワダッフィー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．２８ 京都２着

２００８．４．１０生 牡４鹿 母 アサカプティット 母母 プティットイル １１戦４勝 賞金 ４２，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フリスコベイ号は，平成２４年１２月２４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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シンビオシス号・トレボーネ号・ネオシーサー号・ローレルレガリス号
（非抽選馬） ３頭 クリスリリー号・ケージーヨシツネ号・ランドタカラ号



（２４京都５）第７日 １１月２４日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

２３７，７９０，０００円
２，０８０，０００円
１０，６３０，０００円
１，６８０，０００円
２１，２５０，０００円
５９，１０５，５００円
５，２７８，４００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
４３４，２４４，６００円
８２０，１９４，４００円
３０８，３３３，５００円
１，１７５，９２７，７００円
７２３，８６８，７００円
５３８，７７０，７００円
１，６７７，０４３，３００円
２，９９０，３０１，１００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 ８，６６８，６８４，０００円

総入場人員 ２０，９９２名 （有料入場人員 １８，９０１名）


