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2800110月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時00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
1：52．1
1：50．9

不良
不良

812 メイショウイチオシ 牡2黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 506－ 61：54．1 2．4�
44 ヤマノボンバー 牡2芦 55

52 ▲岩崎 翼澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 442－ 61：55．05 29．5�
55 マウンテンライオン 牡2鹿 55 岩田 康誠市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 586－ 21：55．1� 2．8�
33 ボールドジャパン 牡2鹿 55 川須 栄彦増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 498－ 41：55．52� 7．1�
56 ティーポイズン 牡2栗 55 国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 494＋ 41：55．71� 21．2�
11 マイネルプレセンテ 牡2鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 41：56．33� 38．0	
68 フジノゴールド 牡2栗 55 三浦 皇成藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 482＋ 41：56．51� 12．9

710 メアリーアート 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 416－ 41：57．13� 175．1�
811 ゼンノスサノヲ 牡2栗 55

54 ☆菱田 裕二大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 462－ 21：57．2� 184．0�
67 ピッツネイル 牝2芦 54 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 508＋ 61：57．41� 8．2
22 テイエムオドロキ 牝2栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 432＋ 41：58．03� 101．5�
79 ナムラショコラ 牝2栗 54 国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 八田ファーム 500± 02：02．5大差 105．6�
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売 得 金
単勝： 15，241，100円 複勝： 23，521，200円 枠連： 7，103，100円
馬連： 31，962，300円 馬単： 20，768，200円 ワイド： 15，547，800円
3連複： 39，938，300円 3連単： 73，116，000円 計： 227，198，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 230円 � 120円 枠 連（4－8） 3，770円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 930円 �� 170円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 19，370円

票 数

単勝票数 計 152411 的中 � 50235（1番人気）
複勝票数 計 235212 的中 � 80501（1番人気）� 16374（5番人気）� 55231（2番人気）
枠連票数 計 71031 的中 （4－8） 1391（10番人気）
馬連票数 計 319623 的中 �� 5606（12番人気）
馬単票数 計 207682 的中 �� 2831（18番人気）
ワイド票数 計 155478 的中 �� 3352（15番人気）�� 31068（1番人気）�� 4676（8番人気）
3連複票数 計 399383 的中 ��� 10635（9番人気）
3連単票数 計 731160 的中 ��� 2787（56番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウイチオシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．9．21 阪神5着

2011．5．9生 牡2黒鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 2戦1勝 賞金 5，700，000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〕 ナムラショコラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月5日まで平地競

走に出走できない。
※ティーポイズン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2800210月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

33 トウシンムサシ 牡2栗 55 和田 竜二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 438－ 21：08．6 3．5�
44 タガノウォーリア 牡2栗 55 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426± 01：08．7� 13．3�
11 シゲルカワチ 牝2栗 54 川田 将雅森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 466＋ 8 〃 クビ 2．1�
22 ヴァッフシュテルケ 牡2青鹿55 幸 英明�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 440± 01：08．91� 20．6�
79 リングランドムーン 牡2鹿 55 北村 友一蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 492± 01：09．32	 8．8	
810 タガノシュナイダー 牡2鹿 55 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 41：09．93	 12．1

66 コスモマンカイ 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：10．0クビ 20．5�
55 シ ゲ ル オ キ 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 404－ 41：10．1	 174．7�
78 エイユーバーチョ 牝2黒鹿54 小林 徹弥笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 434± 01：10．31� 231．0
811 ナガラブレーブ 牡2黒鹿55 酒井 学長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 大島牧場 478＋ 81：10．4クビ 10．7�
67 ジーブラウン 牝2鹿 54 浜中 俊�グランプリ 清水 久詞 日高 目黒牧場 410± 0 〃 クビ 78．0�
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売 得 金
単勝： 14，564，000円 複勝： 25，407，100円 枠連： 6，964，800円
馬連： 29，426，900円 馬単： 21，668，200円 ワイド： 16，904，800円
3連複： 44，218，500円 3連単： 75，004，200円 計： 234，158，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 240円 � 110円 枠 連（3－4） 2，230円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 530円 �� 140円 �� 420円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 145640 的中 � 33025（2番人気）
複勝票数 計 254071 的中 � 59795（2番人気）� 17191（6番人気）� 84433（1番人気）
枠連票数 計 69648 的中 （3－4） 2314（10番人気）
馬連票数 計 294269 的中 �� 10026（9番人気）
馬単票数 計 216682 的中 �� 4380（13番人気）
ワイド票数 計 169048 的中 �� 6125（8番人気）�� 43614（1番人気）�� 8026（5番人気）
3連複票数 計 442185 的中 ��� 34057（3番人気）
3連単票数 計 750042 的中 ��� 6733（22番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．9―45．4―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．7
3 1，4（2，8，11）（3，6）9（5，7，10） 4 1，4，2，11，3，8，6（5，7，9）10

勝馬の
紹 介

トウシンムサシ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．9．8 阪神2着

2011．5．9生 牡2栗 母 プリティベティ 母母 フライトオブエンジェルス 3戦1勝 賞金 9，800，000円

第４回 京都競馬 第１日



2800310月5日 曇 良 （25京都4）第1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
1：46．7
1：46．0

良
良

66 カアナパリビーチ 牝2鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 454－ 61：47．0 2．1�

55 トウキョウタフガイ 牡2鹿 55 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 460－ 21：47．74 4．5�
33 パドルウィール 牡2芦 55 藤岡 康太有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 61：48．02 3．5�
44 ハイプレッシャー 牡2黒鹿55 川須 栄彦�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 21：48．1� 6．8�
11 モウイイデショウ 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 454＋ 41：49．16 24．8�
89 ヒ ロ キ セ キ 牡2鹿 55 酒井 学守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 458＋ 41：49．31� 74．1	
77 タマモカグヤヒメ 牝2鹿 54 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 野坂牧場 436－ 8 〃 ハナ 28．0

22 サウンドモニカ 牝2栗 54 太宰 啓介増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 昭和牧場 446－ 21：49．51� 158．2�
88 ハギノマルゲリータ 牝2黒鹿54 三浦 皇成日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：51．9大差 73．0�
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売 得 金
単勝： 17，161，900円 複勝： 30，581，500円 枠連： 5，415，800円
馬連： 26，374，700円 馬単： 21，552，300円 ワイド： 14，687，800円
3連複： 36，931，400円 3連単： 94，154，000円 計： 246，859，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，660円

票 数

単勝票数 計 171619 的中 � 67470（1番人気）
複勝票数 計 305815 的中 � 125949（1番人気）� 60247（2番人気）� 52630（3番人気）
枠連票数 計 54158 的中 （5－6） 9569（2番人気）
馬連票数 計 263747 的中 �� 44532（2番人気）
馬単票数 計 215523 的中 �� 22875（2番人気）
ワイド票数 計 146878 的中 �� 29641（1番人気）�� 22023（2番人気）�� 13317（4番人気）
3連複票数 計 369314 的中 ��� 69768（1番人気）
3連単票数 計 941540 的中 ��� 41930（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．8―12．2―12．3―12．0―11．6―11．3―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．5―48．7―1：01．0―1：13．0―1：24．6―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カアナパリビーチ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．7．20 函館3着

2011．4．19生 牝2鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノマルゲリータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月5日まで平

地競走に出走できない。

2800410月5日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都4）第1日 第4競走 2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：11．2良・重

66 レーザーインパクト 牡4鹿 60 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 448± 03：17．1 6．6�

88 ツィンクルブーケ 牝5芦 58 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 466＋ 83：17．31� 4．2�
33 アイアンラチェット 牡6黒鹿60 田村 太雅池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 ハナ 5．7�
11 メイショウゾウセン 牡5黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 478＋ 83：17．4� 1．9�
55 ハマノヴィグラス 牡4栗 60 黒岩 悠浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 520＋183：20．5大差 39．0�
77 � スターペスジンタ 牡4鹿 60 林 満明河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 440± 03：21．67 18．8�
22 カイトケイラー 牡3芦 58 平沢 健治鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 488－ 43：23．210 32．0	
44 ベストドロップ 牡3栗 58

56 ▲森 一馬岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 23：25．3大差 27．1
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売 得 金
単勝： 12，940，500円 複勝： 18，408，600円 枠連： 発売なし
馬連： 25，181，800円 馬単： 18，422，500円 ワイド： 9，748，000円
3連複： 27，543，000円 3連単： 73，133，300円 計： 185，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 150円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 280円 �� 380円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 129405 的中 � 15598（4番人気）
複勝票数 計 184086 的中 � 23596（3番人気）� 38502（2番人気）� 21126（4番人気）
馬連票数 計 251818 的中 �� 18504（4番人気）
馬単票数 計 184225 的中 �� 6045（10番人気）
ワイド票数 計 97480 的中 �� 8901（4番人気）�� 6124（6番人気）�� 8203（5番人気）
3連複票数 計 275430 的中 ��� 18884（4番人気）
3連単票数 計 731333 的中 ��� 7071（26番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 50．9－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1－3，5，7，6，8＝2＝4
1，3－6－8－5＝7＝2＝4

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

勝馬の
紹 介

レーザーインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．7．10 京都4着

2009．3．31生 牡4鹿 母 チアズヒカリ 母母 サラトガシャドーズ 障害：5戦1勝 賞金 7，000，000円



2800510月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12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
1：33．4
1：33．1

良
良

58 レーヴデトワール 牝2黒鹿54 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 466 ―1：35．2 1．5�
713 ダイヤモンドハイ 牝2鹿 54 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434 ― 〃 ハナ 42．1�
47 フェイブルネージュ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ―1：35．52 5．8�
11 ルールビクトリア 牝2栗 54 北村 友一儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 480 ―1：35．71 37．7�
34 ミューラルクラウン 牝2黒鹿54 浜中 俊 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 ハナ 5．9	
23 コスモミレディー 牝2栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 428 ―1：35．91� 107．3

59 ダ ン ス マ マ 牝2栗 54 藤田 伸二聖心台牧場� 森 秀行 新ひだか 大典牧場 420 ―1：36．0� 54．7�
35 トウカイメール 牝2青鹿54 池添 謙一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 420 ―1：36．21� 95．1�
22 ナ ウ シ カ 牝2鹿 54 藤岡 康太平川 浩之氏 宮 徹 新ひだか カントリー牧場 424 ―1：36．41� 14．5
611 メイザフォース 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二宮田 守氏 崎山 博樹 新ひだか 土田農場 446 ―1：36．82� 323．8�
610 イエスオッケー 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 470 ― 〃 ハナ 352．9�
815 メイショウワザクラ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 462 ―1：37．22� 28．5�
712 アサケスピカ 牝2黒鹿54 国分 恭介大橋 堯氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 444 ― 〃 アタマ 290．8�
814 エスコルピオン 牝2鹿 54 国分 優作有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 462 ―1：37．41� 231．9�
46 ア ガ ペ ー 牝2黒鹿54 幸 英明 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 476 ―1：38．03� 33．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，333，400円 複勝： 87，313，900円 枠連： 10，170，700円
馬連： 39，674，500円 馬単： 34，632，200円 ワイド： 19，897，200円
3連複： 51，596，000円 3連単： 110，740，400円 計： 383，358，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 590円 � 170円 枠 連（5－7） 2，080円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 230円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 19，250円

票 数

単勝票数 計 293334 的中 � 158918（1番人気）
複勝票数 計 873139 的中 � 622387（1番人気）� 11117（8番人気）� 66173（3番人気）
枠連票数 計 101707 的中 （5－7） 3624（8番人気）
馬連票数 計 396745 的中 �� 9913（11番人気）
馬単票数 計 346322 的中 �� 7265（13番人気）
ワイド票数 計 198972 的中 �� 4160（11番人気）�� 27767（2番人気）�� 1816（26番人気）
3連複票数 計 515960 的中 ��� 8317（16番人気）
3連単票数 計1107404 的中 ��� 4246（58番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―12．5―12．2―12．1―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．1―48．6―1：00．8―1：12．9―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．4
3 ・（9，10，13）（4，15）（5，8）（2，3，7，12）（1，11）14－6 4 ・（9，10）13（4，5，8，15）（2，3，7）（1，11，12）14－6

勝馬の
紹 介

レーヴデトワール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Highest Honor 初出走

2011．1．29生 牝2黒鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2800610月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50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

11 トリックデック 牡2栗 55 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446 ―1：14．0 3．2�

66 ハピネスイズヒア 牡2栗 55
54 ☆菱田 裕二阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 448 ―1：14．74 6．5�

44 ゼンノステルス 牡2芦 55 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 460 ―1：14．8� 15．8�
22 フィールドエデン 牝2青 54 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 416 ―1：15．22� 16．9�
88 シゲルエチゴ 牡2芦 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 440 ―1：15．83� 49．0�
55 テイエムファラオ 牡2栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 470 ―1：15．9� 108．5	
89 サチノクイーン 牝2鹿 54 川田 将雅佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム 454 ―1：16．11	 1．9

77 タ イ マ ツ リ 牡2黒鹿55 幸 英明浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：16．42 21．5�
33 タケノペガサス 牝2鹿 54 三浦 皇成竹原 孝昭氏 作田 誠二 浦河 絵笛牧場 486 ―1：16．5クビ 16．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，591，000円 複勝： 28，267，300円 枠連： 6，001，000円
馬連： 28，744，200円 馬単： 24，345，300円 ワイド： 13，606，000円
3連複： 34，752，700円 3連単： 87，580，200円 計： 240，887，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 230円 � 360円 枠 連（1－6） 1，190円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 400円 �� 490円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 175910 的中 � 44679（2番人気）
複勝票数 計 282673 的中 � 56495（2番人気）� 31283（3番人気）� 17117（4番人気）
枠連票数 計 60010 的中 （1－6） 3732（4番人気）
馬連票数 計 287442 的中 �� 18082（4番人気）
馬単票数 計 243453 的中 �� 9814（5番人気）
ワイド票数 計 136060 的中 �� 9065（3番人気）�� 6953（6番人気）�� 2427（14番人気）
3連複票数 計 347527 的中 ��� 5133（17番人気）
3連単票数 計 875802 的中 ��� 4311（41番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．8―12．1―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．4―37．2―49．3―1：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F36．8
3 4，9（1，6）（7，5，3，8）2 4 4（9，6）1（2，7，5，3，8）

勝馬の
紹 介

トリックデック 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2011．3．10生 牡2栗 母 グッバイマイラブ 母母 モストアミュージング 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2800710月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

56 サンライズバロン 牡3鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 498－ 21：52．3 45．8�
57 カーティスバローズ 牡3鹿 55 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 496＋ 41：53．04 3．8�
812 ゲームフェイス 牡3芦 55 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 B552＋ 61：53．1� 7．3�
710 サダムダイジョウブ 牡3青 55 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋16 〃 クビ 12．3�
33 オーシャンドライブ 牡4黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 546± 0 〃 アタマ 2．3�
22 	 ストライクルート 牝3栗 53 国分 優作 	キャロットファーム 須貝 尚介 米 Shadai Cor-

poration B430－101：53．2クビ 138．9

44 ラフィングインメイ 牡4黒鹿57 和田 竜二 	社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B514＋181：53．62
 4．6�
11 	 サダルメリク 牡6鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 478－ 21：53．7クビ 47．0�
711 ブリスコーラ 牡4鹿 57 三浦 皇成山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 514± 01：53．8
 36．6
68 マイネルドメニカ 牡4栗 57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 41：54．01
 96．0�
45 サンライズドバイ 牡5芦 57 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 21：54．1
 184．6�
69 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 55

54 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 486－ 41：54．41� 70．1�

813 モスコーミュール 牝3鹿 53 国分 恭介谷水 雄三氏 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 456－ 21：55．35 298．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，727，400円 複勝： 40，515，100円 枠連： 11，337，700円
馬連： 48，056，900円 馬単： 30，282，800円 ワイド： 23，847，600円
3連複： 61，973，500円 3連単： 115，838，300円 計： 355，579，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，580円 複 勝 � 990円 � 140円 � 210円 枠 連（5－5） 10，530円

馬 連 �� 8，820円 馬 単 �� 20，030円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 3，670円 �� 400円

3 連 複 ��� 13，940円 3 連 単 ��� 149，720円

票 数

単勝票数 計 237274 的中 � 4087（7番人気）
複勝票数 計 405151 的中 � 7219（8番人気）� 106292（2番人気）� 50710（4番人気）
枠連票数 計 113377 的中 （5－5） 795（20番人気）
馬連票数 計 480569 的中 �� 4024（20番人気）
馬単票数 計 302828 的中 �� 1116（42番人気）
ワイド票数 計 238476 的中 �� 2561（19番人気）�� 1491（25番人気）�� 16709（5番人気）
3連複票数 計 619735 的中 ��� 3282（33番人気）
3連単票数 計1158383 的中 ��� 571（266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―24．0―36．8―49．6―1：02．7―1：15．5―1：27．8―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズバロン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．8 京都1着

2010．3．15生 牡3鹿 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 6戦2勝 賞金 15，300，000円

2800810月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第8競走 ��
��1，200�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 7，200，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 サンライズネガノ 牡3芦 55 浜中 俊松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B484＋ 21：12．3 15．5�
815� アスターストーム 牡3鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

478± 0 〃 クビ 26．8�
59 ビップセレブアイ 牡5青鹿57 北村 友一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 81：12．4	 44．6�
23 � エイシンテキサス 牡3青 55 和田 竜二平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 482＋ 21：12．5クビ 6．6�
48 マウンテンファスト 牡4鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 462＋ 4 〃 クビ 8．3�
12 � ア グ ン 
4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC 540＋ 8 〃 ハナ 1．9�
36 � エーシンサミット 牡3黒鹿 55

52 ▲森 一馬	栄進堂 西園 正都 米 Centaur
Farms, Inc. 532－ 41：12．6クビ 6．6


611 コ ロ カ ム イ 
5栗 57 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育
成牧場 468＋ 81：12．7	 159．8�

510 マッキンリー 牡5鹿 57 熊沢 重文林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 530＋101：12．91� 109．3�
11 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 国分 優作松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 422＋ 41：13．11� 185．6
24 � ヒデサンスピリット 牡3栗 55 川田 将雅井之口二三雄氏 清水 出美 浦河 富田牧場 498＋ 4 〃 ハナ 7．7�
612 ノーザンソング 牝5鹿 55 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498－ 41：13．2	 150．3�
713 プリサイストップ 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム 494＋ 6 〃 クビ 224．9�
714 スズカヘリオス 牡4栗 57

56 ☆菱田 裕二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 456＋ 2 〃 同着 254．6�
47 � シゲルカリン 牡4栗 57 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. B482－ 21：14．79 116．5�
35 ルーキーズサン 牡3栗 55 中村 将之蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 552± 01：17．8大差 347．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，132，100円 複勝： 53，056，500円 枠連： 16，676，900円
馬連： 53，398，500円 馬単： 36，209，900円 ワイド： 26，793，200円
3連複： 70，340，300円 3連単： 136，677，000円 計： 421，284，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 600円 � 870円 � 1，070円 枠 連（8－8） 8，100円

馬 連 �� 10，110円 馬 単 �� 17，950円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 7，070円 �� 8，880円

3 連 複 ��� 129，780円 3 連 単 ��� 869，550円

票 数

単勝票数 計 281321 的中 � 14389（6番人気）
複勝票数 計 530565 的中 � 24018（6番人気）� 15957（7番人気）� 12810（8番人気）
枠連票数 計 166769 的中 （8－8） 1521（16番人気）
馬連票数 計 533985 的中 �� 3901（26番人気）
馬単票数 計 362099 的中 �� 1489（47番人気）
ワイド票数 計 267932 的中 �� 2442（24番人気）�� 928（41番人気）�� 737（47番人気）
3連複票数 計 703403 的中 ��� 400（154番人気）
3連単票数 計1366770 的中 ��� 116（892番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．0―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズネガノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．10．1 阪神6着

2010．3．16生 牡3芦 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 8戦2勝 賞金 14，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーキーズサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月5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。
（非抽選馬） 2頭 シャインケニー号・ヤマニンエトレンヌ号



2800910月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第9競走 ��
��1，800�

き よ た き

清 滝 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

11 ハーバーコマンド 牡5芦 57 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 486＋ 81：44．9 1．8�
44 スズカアンペール 牡5鹿 57 三浦 皇成永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 478＋ 4 〃 アタマ 58．9�
67 デウスウルト �5黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 クビ 3．0�
79 タ マ ラ マ �4黒鹿57 浜中 俊 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 494± 01：45．0クビ 10．1�
55 コアレスドラード 牡5栗 57 池添 謙一小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 452± 01：45．63	 19．7�
22 サカジロオー 牡4栗 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 454－ 2 〃 クビ 23．3�
66 メイショウブシン 牡3鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 458＋121：45．7クビ 50．3	
33 タガノラルフ 牡3青鹿55 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 480＋ 6 〃 ハナ 36．5

811 ダンツアトラス 牡3鹿 55 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 21：45．8
 13．3�
810 メ ロ ー ト 牡5黒鹿57 川須 栄彦小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 464± 01：45．9	 102．3�
78 ピエナトップガン 牡3栗 55 和田 竜二本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 458－ 61：46．21
 123．5

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，986，100円 複勝： 66，477，200円 枠連： 14，407，000円
馬連： 77，067，000円 馬単： 54，678，500円 ワイド： 33，203，300円
3連複： 89，187，800円 3連単： 226，243，700円 計： 593，250，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 510円 � 120円 枠 連（1－4） 4，970円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 150円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 16，910円

票 数

単勝票数 計 319861 的中 � 145513（1番人気）
複勝票数 計 664772 的中 � 334799（1番人気）� 13134（8番人気）� 130650（2番人気）
枠連票数 計 144070 的中 （1－4） 2140（15番人気）
馬連票数 計 770670 的中 �� 11220（13番人気）
馬単票数 計 546785 的中 �� 6220（19番人気）
ワイド票数 計 332033 的中 �� 5252（15番人気）�� 86684（1番人気）�� 4045（20番人気）
3連複票数 計 891878 的中 ��� 22251（9番人気）
3連単票数 計2262437 的中 ��� 9878（48番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．0―11．4―11．8―11．9―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―34．3―45．7―57．5―1：09．4―1：21．1―1：32．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーバーコマンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kendor デビュー 2010．11．7 京都2着

2008．2．27生 牡5芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 16戦4勝 賞金 87，379，000円

2801010月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第10競走 ��
��2，000�

おおはら

大原ステークス
発走15時00分 （芝・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55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ト リ ッ プ 牡4芦 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：59．2 4．1�
77 エ デ ィ ン 牝4栗 55 藤田 伸二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 458± 0 〃 クビ 19．4�
33 タガノイノセンス 牝6青 55 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 516＋ 41：59．3� 13．8�
810 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 474＋141：59．4� 1．9�
55 アロマカフェ 牡6黒鹿57 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 474＋ 2 〃 ハナ 10．0	
44 ロードエアフォース 牡5鹿 57 池添 謙一 �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 500＋ 21：59．5クビ 6．4

22 タガノキャプテン 牡6栗 57 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 21：59．6� 182．7�
89 シルクランスロット 牡6栗 57 北村 友一有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 518＋ 81：59．7クビ 212．9�
66 コウヨウレジェンド 	5鹿 57 三浦 皇成寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 504± 01：59．8� 24．8
78 ベストディール 牡4鹿 57 国分 優作 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 466－ 82：00．12 27．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，119，300円 複勝： 52，405，400円 枠連： 15，787，300円
馬連： 84，356，200円 馬単： 61，218，000円 ワイド： 32，402，700円
3連複： 95，882，700円 3連単： 250，826，400円 計： 627，998，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 530円 � 290円 枠 連（1－7） 1，870円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 840円 �� 830円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 36，170円

票 数

単勝票数 計 351193 的中 � 67613（2番人気）
複勝票数 計 524054 的中 � 93418（2番人気）� 21777（7番人気）� 46817（5番人気）
枠連票数 計 157873 的中 （1－7） 6240（8番人気）
馬連票数 計 843562 的中 �� 27329（10番人気）
馬単票数 計 612180 的中 �� 11963（16番人気）
ワイド票数 計 324027 的中 �� 9676（13番人気）�� 9788（12番人気）�� 4485（21番人気）
3連複票数 計 958827 的中 ��� 8874（28番人気）
3連単票数 計2508264 的中 ��� 5119（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．6―49．2―1：01．3―1：13．6―1：25．2―1：36．6―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト リ ッ プ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．6 京都1着

2009．4．18生 牡4芦 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール 12戦3勝 賞金 69，180，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2801110月5日 曇 良 （25京都4）第1日 第11競走 ��
��1，600�第48回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．3
1：33．1

良
良

56 ホウライアキコ 牝2鹿 54 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 444± 01：33．2レコード 4．4�
67 ア ト ム 牡2鹿 55 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 442－ 8 〃 クビ 2．5�
68 ピークトラム 牡2黒鹿55 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464＋ 21：33．73 6．9�
11 アグネスドリーム 牡2黒鹿55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466－ 21：33．8� 21．0�
22 プライマリーコード 牝2芦 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 452－ 21：33．9� 9．5�
55 モズハツコイ 牝2芦 54 幸 英明北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 454± 01：34．1� 55．6	
79 オースミチャド 牡2鹿 55 池添 謙一
オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 478－ 21：34．31� 20．9�
710 ネ ロ 牡2栗 55 浜中 俊西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 466－ 41：34．4� 24．0�
811 オトコギマサムネ 牡2鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：34．82� 17．3
33 ジャックトマメノキ 牡2栗 55 酒井 学
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 424－ 21：34．9� 123．9�
812 ラ イ ザ ン 牡2青鹿55 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 ハナ 6．6�
44 ツ ァ ー リ 牡2栗 55 川須 栄彦増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 470± 01：35．85 103．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 103，602，400円 複勝： 158，142，400円 枠連： 50，544，000円
馬連： 277，216，200円 馬単： 150，834，800円 ワイド： 105，169，300円
3連複： 370，406，000円 3連単： 747，073，100円 計： 1，962，988，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 120円 � 160円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 270円 �� 450円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，560円

票 数

単勝票数 計1036024 的中 � 188747（2番人気）
複勝票数 計1581424 的中 � 254124（2番人気）� 448345（1番人気）� 226478（3番人気）
枠連票数 計 505440 的中 （5－6） 92792（1番人気）
馬連票数 計2772162 的中 �� 290834（1番人気）
馬単票数 計1508348 的中 �� 68393（4番人気）
ワイド票数 計1051693 的中 �� 104610（1番人気）�� 52665（4番人気）�� 92819（2番人気）
3連複票数 計3704060 的中 ��� 243185（1番人気）
3連単票数 計7470731 的中 ��� 99212（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．8―12．2―12．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．6―33．9―45．7―57．9―1：10．1―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウライアキコ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．27 小倉1着

2011．3．8生 牝2鹿 母 ホウライサンデー 母母 ホウライコメット 3戦3勝 賞金 73，973，000円

2801210月5日 曇 良 （25京都4）第1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）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

22 ブロードソード 牡3黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：24．3 2．8�
610 テルミーホワイ 牡6鹿 57 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498± 01：24．4� 38．6�
712 ワンダースキー 牝6栗 55 幸 英明山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 494＋ 81：24．61	 23．9�
58 バハドゥール 牡4鹿 57 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 2 〃 クビ 4．1�
69 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 464＋ 2 〃 アタマ 26．0�
45 ハナズインパルス 牝3黒鹿53 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 472＋ 2 〃 アタマ 4．6	
814 シゲルモトナリ 牡6黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 512＋ 21：24．8� 9．1

711 ダノンジュピター 牡8栗 57 三浦 皇成�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 478± 01：24．9
 36．9�
34 ヒ ー ロ ー 牡6栗 57 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532＋10 〃 クビ 12．0
33 � タンスチョキン 牝3鹿 53 国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 454＋121：25．0クビ 16．3�
11 タガノハピネス 牝3鹿 53 国分 恭介八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋16 〃 クビ 54．2�
813 アキノモーグル 牡5栗 57 小坂 忠士穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 518± 01：25．1クビ 58．4�
46 ウネントリッヒ 牝6栗 55

52 ▲森 一馬宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 454－ 21：25．41� 324．1�
57 カナエチャン 牝5青鹿55 熊沢 重文瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 448－ 41：25．93 257．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，622，000円 複勝： 59，218，400円 枠連： 23，023，800円
馬連： 104，401，200円 馬単： 55，491，700円 ワイド： 41，717，400円
3連複： 129，411，300円 3連単： 241，512，100円 計： 689，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 550円 � 730円 枠 連（2－6） 2，120円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，530円 �� 7，380円

3 連 複 ��� 33，730円 3 連 単 ��� 156，900円

票 数

単勝票数 計 346220 的中 � 100449（1番人気）
複勝票数 計 592184 的中 � 140470（1番人気）� 23567（8番人気）� 17029（10番人気）
枠連票数 計 230238 的中 （2－6） 8017（10番人気）
馬連票数 計1044012 的中 �� 18013（14番人気）
馬単票数 計 554917 的中 �� 6703（21番人気）
ワイド票数 計 417174 的中 �� 7450（15番人気）�� 6790（17番人気）�� 1353（58番人気）
3連複票数 計1294113 的中 ��� 2832（91番人気）
3連単票数 計2415121 的中 ��� 1136（429番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．0―12．2―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―35．0―47．2―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロードソード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Broad Brush デビュー 2012．10．14 京都9着

2010．1．22生 牡3黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 9戦3勝 賞金 33，558，000円



（25京都4）第1日 10月5日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 140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

243，760，000円
2，080，000円
10，600，000円
1，310，000円
21，960，000円
52，736，750円
4，229，600円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
364，021，200円
643，314，600円
167，432，100円
825，860，400円
530，104，400円
353，525，100円
1，052，181，500円
2，231，898，700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
計 6，168，338，000円

総入場人員 15，859名 （有料入場人員 14，075名）
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