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2802510月12日 晴 稍重 （25京都4）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

58 アーネストミノル 牡2鹿 55 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 432－ 61：12．8 14．3�
814 グラナディラ 牝2鹿 54 幸 英明水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 514＋ 81：13．11� 1．6�
69 カシノボルト 牡2鹿 55 酒井 学柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 502－ 21：13．31 27．5�
22 ハニードント 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 458－ 21：13．4� 29．1�
33 ドナプロミス 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 442± 01：13．61� 135．7�
11 ヤマノハヤブサ 牡2黒鹿55 四位 洋文山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 458± 0 〃 ハナ 3．6�
34 ローゼルキュート 牝2鹿 54 藤岡 康太村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 456－ 2 〃 ハナ 59．0	
813 シゲルトカチ 牡2青鹿 55

52 ▲城戸 義政森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 出口牧場 B474± 01：14．02� 76．8

46 シ ゲ ル ウ ゴ 牡2青鹿55 高倉 稜森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 516－ 41：14．1� 56．5�
610 マルサンマリナー 牝2黒鹿54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 464－ 21：14．52� 182．5�
45 ラディアンス 牝2黒鹿 54

52 △藤懸 貴志佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 410－ 41：14．7� 69．7
57 ラブセレクター 牝2黒鹿 54

53 ☆中井 裕二増田 陽一氏 中村 均 日高 門別牧場 420＋101：15．87 53．3�
711 キンショークロシオ 牡2栗 55 鮫島 良太礒野日出夫氏 中村 均 登別 青藍牧場 450＋ 61：15．9� 301．8�
712 ウェザーストーム 牡2栗 55 和田 竜二釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 472－ 61：16．85 11．3�
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売 得 金
単勝： 17，042，800円 複勝： 59，714，500円 枠連： 8，630，400円
馬連： 32，656，500円 馬単： 27，458，500円 ワイド： 19，258，600円
3連複： 48，727，200円 3連単： 101，449，700円 計： 314，938，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 270円 � 110円 � 350円 枠 連（5－8） 690円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，670円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 24，210円

票 数

単勝票数 計 170428 的中 � 9417（4番人気）
複勝票数 計 597145 的中 � 22976（3番人気）� 421131（1番人気）� 15951（5番人気）
枠連票数 計 86304 的中 （5－8） 9248（2番人気）
馬連票数 計 326565 的中 �� 29858（2番人気）
馬単票数 計 274585 的中 �� 7857（8番人気）
ワイド票数 計 192586 的中 �� 14302（2番人気）�� 2578（17番人気）�� 9129（4番人気）
3連複票数 計 487272 的中 ��� 13523（7番人気）
3連単票数 計1014497 的中 ��� 3093（65番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．3―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．7―48．0―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーネストミノル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．7．6 福島4着

2011．3．10生 牡2鹿 母 チアズガディス 母母 チアズグレイス 4戦1勝 賞金 8，100，000円

2802610月12日 晴 良 （25京都4）第3日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時20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

66 ロ ー ハ イ ド 牡2鹿 55 福永 祐一石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 42：03．6 1．5�

77 アグリッパーバイオ 牡2黒鹿55 浜中 俊バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 21．2�
33 ストームインパクト 牡2鹿 55 四位 洋文�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 8．0�
22 ワクワクカンヲ 牡2鹿 55 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464－ 22：03．7クビ 5．5�
78 エアカミュゼ 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498－102：03．8� 9．4�
11 クリノキングムーン 牡2黒鹿55 秋山真一郎栗本 博晴氏 須貝 尚介 浦河 浦河小林牧場 430± 02：03．9� 115．2	
810 アルマセクレタ 牡2鹿 55 国分 優作コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 486＋ 42：04．11� 19．5

44 オールビーファイン 牡2鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 村上 雅規 464＋ 2 〃 ハナ 141．1�
55 マルクナッテ 牝2栗 54

52 △藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 410＋ 42：04．2� 84．4�
89 ドリームジュエリー 牡2鹿 55 和田 竜二セゾンレースホース� 中村 均 大樹 大樹ファーム 428－ 42：04．41� 22．8
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売 得 金
単勝： 21，093，100円 複勝： 58，504，900円 枠連： 8，196，900円
馬連： 33，141，600円 馬単： 30，669，000円 ワイド： 18，644，100円
3連複： 47，063，400円 3連単： 113，167，100円 計： 330，480，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 190円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 390円 �� 220円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 210931 的中 � 113515（1番人気）
複勝票数 計 585049 的中 � 371507（1番人気）� 24368（5番人気）� 42858（3番人気）
枠連票数 計 81969 的中 （6－7） 15041（2番人気）
馬連票数 計 331416 的中 �� 24085（4番人気）
馬単票数 計 306690 的中 �� 17734（5番人気）
ワイド票数 計 186441 的中 �� 11728（4番人気）�� 24988（2番人気）�� 3733（13番人気）
3連複票数 計 470634 的中 ��� 19246（7番人気）
3連単票数 計1131671 的中 ��� 12415（22番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―13．9―13．6―11．7―12．5―12．1―11．9―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―25．0―38．9―52．5―1：04．2―1：16．7―1：28．8―1：40．7―1：52．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ー ハ イ ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2013．8．4 函館5着

2011．3．6生 牡2鹿 母 ア ド ア ー ド 母母 Sudden Hope 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 ストームインパクト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アグリッパーバイオ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

第４回 京都競馬 第３日



2802710月12日 晴 稍重 （25京都4）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10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
1：23．6
1：23．1

重
重

24 ゴールドアロー 牡2栗 55 岩田 康誠髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 前川 隆則 480 ―1：25．7 5．6�
59 シゲルミマサカ 牝2青鹿54 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 430 ―1：25．91� 40．1�
36 アグネスオピニオン 牡2黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二渡辺 孝男氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 476 ―1：26．53� 119．3�
612 チョウテッパン 牡2栗 55 太宰 啓介丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 490 ―1：27．35 23．0�
815 ブラボーランサー 牡2鹿 55 高倉 稜田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 516 ―1：27．51� 29．8�
713 ナガラフライト 牝2黒鹿54 幸 英明長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 462 ―1：28．03 4．2�
47 ジョウイチロウ 牡2鹿 55 秋山真一郎泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 526 ― 〃 クビ 13．4	
23 メイショウホウネン 牡2栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 476 ―1：28．42� 29．4

12 ナムラジョーズ 牡2栗 55 国分 恭介奈村 睦弘氏 目野 哲也 浦河 谷川牧場 536 ―1：28．5� 77．3�
816 サンダーボール 牡2芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 450 ―1：29．24 9．8
48 マヤノブリッツ 牝2栗 54

52 △藤懸 貴志田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 450 ―1：29．3� 129．5�
11 スイートポーラ 牝2芦 54 川島 信二シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 470 ―1：29．4クビ 48．9�
611 アリュージョン 牝2鹿 54 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470 ―1：29．61� 2．5�
714 サージェントペパー 牡2鹿 55 和田 竜二薪浦 亨氏 小原伊佐美 日高 下川 茂広 498 ―1：30．45 17．4�
510 テイエムガーネット 牝2黒鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 474 ―1：31．25 205．1�
35 ゴールドフォース 牡2栗 55 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 むかわ 上水牧場 466 ― （競走中止） 137．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，212，100円 複勝： 27，245，700円 枠連： 12，171，700円
馬連： 33，232，400円 馬単： 24，925，700円 ワイド： 17，271，600円
3連複： 44，549，600円 3連単： 72，561，600円 計： 248，170，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 1，210円 � 3，050円 枠 連（2－5） 6，770円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 13，010円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 7，770円 �� 23，630円

3 連 複 ��� 214，890円 3 連 単 ��� 615，530円

票 数

単勝票数 計 162121 的中 � 23023（3番人気）
複勝票数 計 272457 的中 � 41214（3番人気）� 5278（10番人気）� 2009（14番人気）
枠連票数 計 121717 的中 （2－5） 1327（20番人気）
馬連票数 計 332324 的中 �� 2745（27番人気）
馬単票数 計 249257 的中 �� 1414（39番人気）
ワイド票数 計 172716 的中 �� 1574（28番人気）�� 545（59番人気）�� 178（90番人気）
3連複票数 計 445496 的中 ��� 153（255番人気）
3連単票数 計 725616 的中 ��� 87（990番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．7―12．8―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．8―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マヤノトップガン 初出走

2011．2．13生 牡2栗 母 マヤノロゼッタ 母母 マックスロゼ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ゴールドフォース号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ゴールドフォース号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 ガンジー号

2802810月12日 晴 良 （25京都4）第3日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時20分 （芝・右）
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

78 ダノンマッキンレー 牡2栗 55 福永 祐一�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 464 ―1：39．1 9．0�
22 ア ル テ 牡2栗 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456 ― 〃 クビ 4．0�
77 メイショウビザン 牝2栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482 ― 〃 アタマ 12．8�
810 ミサキジュエル 牝2鹿 54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 440 ―1：39．52� 3．5�
33 � コスモグラフィティ 牡2鹿 55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 加 Josham Farms

Limited 494 ―1：39．71	 2．8	
66 クリノフクロクジュ 牡2黒鹿 55

53 △藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 450 ―1：39．8� 66．3

44 ミ ン デ ィ 牝2芦 54 北村 友一小林 秀樹氏 吉田 直弘 浦河 日優牧場 448 ― 〃 ハナ 10．7�
11 カゼヲアツメテ 牡2黒鹿55 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 438 ― 〃 クビ 50．6�
89 エ ト ラ 牝2鹿 54 松山 弘平佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 446 ―1：40．33 95．7
55 ジョウショーノブシ 牡2鹿 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 472 ― 〃 ハナ 32．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，678，300円 複勝： 28，463，600円 枠連： 9，056，900円
馬連： 31，807，100円 馬単： 26，000，700円 ワイド： 14，789，500円
3連複： 40，985，800円 3連単： 82，167，500円 計： 250，949，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 210円 � 190円 � 370円 枠 連（2－7） 1，050円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 640円 �� 730円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 29，660円

票 数

単勝票数 計 176783 的中 � 15585（4番人気）
複勝票数 計 284636 的中 � 39107（4番人気）� 43912（3番人気）� 17426（6番人気）
枠連票数 計 90569 的中 （2－7） 6408（6番人気）
馬連票数 計 318071 的中 �� 13677（9番人気）
馬単票数 計 260007 的中 �� 4691（18番人気）
ワイド票数 計 147895 的中 �� 5811（10番人気）�� 5009（12番人気）�� 3811（14番人気）
3連複票数 計 409858 的中 ��� 6160（20番人気）
3連単票数 計 821675 的中 ��� 2045（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．1―37．7―51．5―1：04．8―1：17．3―1：28．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．3
3 3，10（2，7）8（1，9）（4，6）5 4 ・（3，10，7）（2，8，9）1，6（4，5）

勝馬の
紹 介

ダノンマッキンレー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Singspiel 初出走

2011．4．4生 牡2栗 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 アユメライトアップ号（疾病〔左肩跛行〕のため）



2802910月12日 晴 稍重 （25京都4）第3日 第5競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走12時10分（番組第8競走を順序変更） （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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 マッシヴプリンス 牡3黒鹿55 藤田 伸二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 大典牧場 490± 01：59．1 3．2�
33 セブンフォース 牡3栗 55 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 548＋ 41：59．42 3．0�
88 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿57 四位 洋文原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 492＋12 〃 クビ 4．1�
77 スタンドバイミー 牡4鹿 57 岩田 康誠石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 454± 01：59．71� 9．0�
22 � ローレルアウェイク 牡4鹿 57 松田 大作 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 516＋ 21：59．8クビ 8．6�
44 カノヤプレジデント �3鹿 55

53 △藤懸 貴志神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 484＋28 〃 クビ 35．5	
55 フミノメモリー 牡3黒鹿55 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 538＋20 〃 ハナ 12．1

66 ワンダーシャスール 牡3鹿 55 国分 恭介山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 秋場牧場 450＋102：01．29 87．0�
89 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 酒井 学小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 494－ 52：01．52 66．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，128，100円 複勝： 32，933，600円 枠連： 8，785，500円
馬連： 39，039，900円 馬単： 29，059，500円 ワイド： 20，349，900円
3連複： 56，933，400円 3連単： 122，140，500円 計： 329，370，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（1－3） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 220円 �� 300円 �� 250円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，020円

票 数

単勝票数 計 201281 的中 � 49947（2番人気）
複勝票数 計 329336 的中 � 72036（2番人気）� 82233（1番人気）� 58520（3番人気）
枠連票数 計 87855 的中 （1－3） 13972（1番人気）
馬連票数 計 390399 的中 �� 61716（1番人気）
馬単票数 計 290595 的中 �� 22017（2番人気）
ワイド票数 計 203499 的中 �� 25081（1番人気）�� 15591（3番人気）�� 20065（2番人気）
3連複票数 計 569334 的中 ��� 75822（1番人気）
3連単票数 計1221405 的中 ��� 29876（3番人気）

ハロンタイム 7．0―11．8―12．4―13．3―13．1―13．0―12．6―11．9―11．7―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．8―31．2―44．5―57．6―1：10．6―1：23．2―1：35．1―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マッシヴプリンス 
�
父 ブライアンズタイム 

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．11．18 京都3着

2010．3．31生 牡3黒鹿 母 エンシャントゴールド 母母 Ocean Cat 6戦2勝 賞金 18，340，000円

2803010月12日 晴 稍重 （25京都4）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分（番組第5競走を順序変更） （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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

11 アーバンレジェンド 牝3栗 53 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 470＋ 21：51．3 1．5�
79 ホワイトアルバム 牝5芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520＋ 21：51．51� 19．2�
33 � ブライトエルフ 牝4栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 468－ 21：51．6� 13．8�
810 ヴァレンティーア 牝3栗 53 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－ 41：52．13 4．3�
67 ターフジェニック 牝3鹿 53 幸 英明釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 476± 0 〃 ハナ 23．0�
66 シーズガレット 牝5栗 55 浜中 俊橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 466－ 11：52．42 41．6	
811 シ ナ ー ラ 牝3鹿 53

50 ▲岩崎 翼 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 424± 01：52．71	 30．9

55 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿 53

51 △藤懸 貴志松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 426± 01：52．8クビ 32．1�
44 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 468－ 8 〃 クビ 21．0�
78 タマモアルバ 牝3鹿 53 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B486± 01：53．22� 67．5
22 ティボリハーモニー 牝3栗 53 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484－ 41：53．52 63．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 22，619，200円 複勝： 72，955，400円 枠連： 10，796，900円
馬連： 44，328，000円 馬単： 36，666，700円 ワイド： 23，910，200円
3連複： 59，429，400円 3連単： 138，739，400円 計： 409，445，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 280円 枠 連（1－7） 770円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 380円 �� 360円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 7，910円

票 数

単勝票数 計 226192 的中 � 124671（1番人気）
複勝票数 計 729554 的中 � 461087（1番人気）� 25851（4番人気）� 32309（3番人気）
枠連票数 計 107969 的中 （1－7） 10375（3番人気）
馬連票数 計 443280 的中 �� 30231（3番人気）
馬単票数 計 366667 的中 �� 19629（5番人気）
ワイド票数 計 239102 的中 �� 16543（3番人気）�� 17303（2番人気）�� 4280（15番人気）
3連複票数 計 594294 的中 ��� 17700（8番人気）
3連単票数 計1387394 的中 ��� 12952（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．7―12．6―12．1―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．4―49．1―1：01．7―1：13．8―1：26．2―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アーバンレジェンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Awesome Again デビュー 2013．2．2 京都1着

2010．3．9生 牝3栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 5戦2勝 賞金 16，100，000円



2803110月12日 晴 稍重 （25京都4）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分（番組第6競走を順序変更） （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

22 マ ラ ネ ロ �4黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 528＋ 81：11．7 1．3�

79 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57 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 520± 0 〃 クビ 7．6�
710 バルタザール 牡3鹿 55 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 512＋ 21：12．87 12．6�
812 マッキンリー 牡5鹿 57 太宰 啓介林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 528－ 2 〃 アタマ 18．7�
67 テイエムキュウベエ 牡4栗 57 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 504＋ 41：12．9� 60．3�
11 デンコウリョウ �5芦 57 岡田 祥嗣田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 482＋18 〃 アタマ 75．8	
811 シンボリエクレール 牡4黒鹿57 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 544± 01：13．0クビ 20．7

55 プラネットスコア 牡3黒鹿55 藤田 伸二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 470± 0 〃 クビ 27．4�
68 � ウォーターメジャー 牡5黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 470＋ 61：13．95 32．6�
56 ワンダーパラジーノ 牡3栗 55

53 △藤懸 貴志山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 488＋24 〃 ハナ 221．2
44 � ビコーワンダフル 牝4栗 55 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 438－ 21：14．11 226．8�
33 グレイトエンブレム 牡3栗 55 高倉 稜小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 444＋ 61：14．31	 58．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，067，100円 複勝： 80，054，000円 枠連： 14，178，900円
馬連： 45，506，200円 馬単： 46，605，000円 ワイド： 24，634，400円
3連複： 68，870，400円 3連単： 173，761，900円 計： 479，677，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 190円 枠 連（2－7） 190円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 450円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 260671 的中 � 170745（1番人気）
複勝票数 計 800540 的中 � 591243（1番人気）� 71111（2番人気）� 34032（3番人気）
枠連票数 計 141789 的中 （2－7） 58020（1番人気）
馬連票数 計 455062 的中 �� 118884（1番人気）
馬単票数 計 466050 的中 �� 103814（1番人気）
ワイド票数 計 246344 的中 �� 45519（1番人気）�� 24881（2番人気）�� 10808（6番人気）
3連複票数 計 688704 的中 ��� 75308（1番人気）
3連単票数 計1737619 的中 ��� 88966（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―12．1―11．9―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ラ ネ ロ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．11．20 京都4着

2009．2．8生 �4黒鹿 母 ドリームスキーム 母母 Dream Ticket 7戦3勝 賞金 25，600，000円

2803210月12日 晴 良 （25京都4）第3日 第8競走 ��1，600�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・外）

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
1：31．8
1：30．7

良
良

510 ダンスディレクター 牡3鹿 55 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 442＋ 81：34．3 2．7�
35 ディープウェーブ 牡3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 434＋ 21：34．51� 10．4�
12 ディープサウス 牝3青 53 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456± 01：34．6� 3．0�
715 タガノバスター 牡3栗 55 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋161：34．81� 39．5�
24 ミラクルラヴィ 牝3栗 53 岩田 康誠藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 466－ 4 〃 クビ 15．8�
11 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿53 武 豊�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 6 〃 ハナ 14．1	
714 タツストロング 牡4栗 57 松山 弘平原 司郎氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 502＋10 〃 ハナ 22．2

59 ロ ノ 牡4黒鹿57 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 464＋ 21：34．9クビ 10．6�
611 シンデレラボーイ 牡3鹿 55 藤岡 康太田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 484＋101：35．11� 24．9�
47 � イエスミートゥー 牝3栗 53

52 ☆中井 裕二沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 478＋12 〃 クビ 125．9
48 シャスターデイジー 牝3栗 53 和田 竜二�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 21：35．2� 57．0�
36 オリーブジュエル 牝4青鹿55 幸 英明 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 77．1�
612� ヒシアルコル 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 454－ 21：35．3クビ 304．1�
818 ビ リ オ ネ ア 牝3鹿 53 太宰 啓介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 434＋181：35．51� 146．3�
817 タガノグーフォ 	4黒鹿57 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 478＋ 41：35．6� 55．4�
23 ピュアソウル 牡4鹿 57 高倉 稜 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：35．7
 31．3�
816 メイショウマルマル 牡3芦 55 川須 栄彦松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 480－ 81：36．12� 56．1�
713� ダンスインザスカイ 牝5鹿 55 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 472－ 21：36．31� 438．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，727，200円 複勝： 59，877，700円 枠連： 25，549，700円
馬連： 80，237，000円 馬単： 51，928，600円 ワイド： 39，633，800円
3連複： 116，349，300円 3連単： 198，796，500円 計： 607，099，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 200円 � 130円 枠 連（3－5） 750円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 580円 �� 210円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，850円

票 数

単勝票数 計 347272 的中 � 103113（1番人気）
複勝票数 計 598777 的中 � 137933（2番人気）� 61038（4番人気）� 147716（1番人気）
枠連票数 計 255497 的中 （3－5） 25151（2番人気）
馬連票数 計 802370 的中 �� 38259（5番人気）
馬単票数 計 519286 的中 �� 17888（5番人気）
ワイド票数 計 396338 的中 �� 14851（4番人気）�� 55004（1番人気）�� 25611（2番人気）
3連複票数 計1163493 的中 ��� 71158（1番人気）
3連単票数 計1987965 的中 ��� 21436（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．3―12．1―12．2―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．7―48．0―1：00．1―1：12．3―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．2
3 11，15，3（8，9，13）（2，10，16）（7，18）（1，12，17）5（4，14）6 4 ・（11，15）（3，9）8（10，13，6）2（7，16）（1，5）（12，18）（4，14）17

勝馬の
紹 介

ダンスディレクター �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神1着

2010．3．20生 牡3鹿 母 マザーリーフ 母母 スカラシップ 2戦2勝 賞金 11，800，000円



2803310月12日 晴 良 （25京都4）第3日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．6
1：20．3

良
良

78 エイシンオルドス 牝2栗 54 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 490＋161：22．2 2．6�
810 マラムデール 牝2栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 432－121：22．3� 15．1�
55 リアルヴィーナス 牝2鹿 54 武 豊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452－ 61：22．4� 5．6�
11 エ ル ノ ル テ 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 ハナ 3．1�
44 タイセイララバイ 牝2青鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 21：22．61	 12．2	
77 ウ メ 牝2栗 54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 440－ 81：22．81	 43．6

33 クールジョジョ 牝2黒鹿54 幸 英明川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 428＋ 21：22．9� 7．0�
22 カシノタロン 牝2栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 430± 0 〃 クビ 60．4�
89 ヤマニンアリエッタ 牝2黒鹿54 和田 竜二土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 490＋101：23．0� 25．5
66 
 ピンクノサイロ 牝2鹿 54 小牧 太小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 448－ 21：23．74 238．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，596，000円 複勝： 64，908，300円 枠連： 14，691，300円
馬連： 83，021，800円 馬単： 61，676，800円 ワイド： 35，992，900円
3連複： 102，130，900円 3連単： 238，099，300円 計： 643，117，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 310円 � 190円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 760円 �� 390円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 14，820円

票 数

単勝票数 計 425960 的中 � 130465（1番人気）
複勝票数 計 649083 的中 � 152900（2番人気）� 43690（6番人気）� 92856（3番人気）
枠連票数 計 146913 的中 （7－8） 10851（5番人気）
馬連票数 計 830218 的中 �� 30119（9番人気）
馬単票数 計 616768 的中 �� 15325（14番人気）
ワイド票数 計 359929 的中 �� 11335（11番人気）�� 24837（4番人気）�� 8188（13番人気）
3連複票数 計1021309 的中 ��� 22367（13番人気）
3連単票数 計2380993 的中 ��� 11864（51番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―12．4―12．2―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．9―47．3―59．5―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 6，8（2，7，10）（3，4，9）（1，5） 4 6，8（2，10）（7，9）（3，4）5，1

勝馬の
紹 介

エイシンオルドス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2013．6．2 阪神1着

2011．2．26生 牝2栗 母 アルカイックレディ 母母 No More Ironing 2戦2勝 賞金 16，710，000円

2803410月12日 晴 稍重 （25京都4）第3日 第10競走 ��
��1，800�

あ た ご

愛 宕 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

22 ブライトアイディア 牡3栗 55 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514－ 61：50．4 6．1�

610 ノボリドリーム 牡4鹿 57 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450± 01：50．82� 12．1�
813	 イッシンドウタイ 牡4鹿 57 武 豊�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496＋ 21：51．11
 10．2�
712 メイショウコンカー 牡4栗 57 岩田 康誠松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452－ 41：51．31� 3．2�
33 エイコーンパス 牡4栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 10．0�
69 キングブレイク 牡4栗 57 川須 栄彦宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 508± 01：51．51� 7．8	
45 マイネルクロップ 牡3芦 55 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 490＋ 21：51．6� 6．0�
11 ピンウィール 牝4栗 55 浜中 俊
ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 456＋ 41：51．81� 25．0�
46 エーシンバリントン 牡5鹿 57 小牧 太
栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 480－10 〃 クビ 9．8
57 カリスマサンタイム 牡3黒鹿55 国分 優作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 496＋101：51．9
 208．7�
58 ハギノサキガチ 牡3鹿 55 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 21：52．0� 24．0�
34 ブライトジェム 牡5栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 500＋ 41：52．21 176．0�
711 サトノイクシード 牡3鹿 55 松山 弘平里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 61：52．94 102．0�
814 ジャニアリシックス 牡5栗 57 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 440－ 21：53．11� 298．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，782，100円 複勝： 76，210，100円 枠連： 28，258，000円
馬連： 117，618，100円 馬単： 62，098，100円 ワイド： 48，400，300円
3連複： 157，312，800円 3連単： 255，931，100円 計： 783，610，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 380円 � 330円 枠 連（2－6） 1，230円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，530円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 64，890円

票 数

単勝票数 計 377821 的中 � 49194（3番人気）
複勝票数 計 762101 的中 � 101667（3番人気）� 49264（8番人気）� 60005（7番人気）
枠連票数 計 282580 的中 （2－6） 16987（6番人気）
馬連票数 計1176181 的中 �� 27620（16番人気）
馬単票数 計 620981 的中 �� 7484（29番人気）
ワイド票数 計 484003 的中 �� 9180（20番人気）�� 7804（22番人気）�� 6038（31番人気）
3連複票数 計1573128 的中 ��� 8064（63番人気）
3連単票数 計2559311 的中 ��� 2911（280番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．3―12．6―12．9―12．7―12．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―35．9―48．5―1：01．4―1：14．1―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．3
1
3
10（2，12）－（3，5，13）9，6－1，8－7，14＝4－11
10，2（3，12，13）（5，9）6（1，8）（7，14）－（4，11）

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

勝馬の
紹 介

ブライトアイディア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 京都6着

2010．3．3生 牡3栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 4戦2勝 賞金 24，829，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※イッシンドウタイ号・サトノイクシード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2803510月12日 晴 良 （25京都4）第3日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上55�，牝馬
2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

710 エピセアローム 牝4栃栗54 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488＋101：07．9 4．6�
811 サイレントソニック 牝5黒鹿54 武 豊細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 456± 01：08．11� 11．2�
812 メモリアルイヤー 牝5栗 54 小牧 太西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 488＋ 4 〃 クビ 38．7�
22 カラフルデイズ 牝5栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 61：08．2クビ 26．1�
44 アイラブリリ 牝4黒鹿53 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 454＋ 8 〃 アタマ 7．1�
79 バ ー バ ラ 牝4黒鹿54 福永 祐一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 452＋121：08．3	 2．1

56 ビウイッチアス 牝4黒鹿53 津村 明秀井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 442－ 2 〃 ハナ 13．4�
33 
 レジェトウショウ 牝7栗 53 秋山真一郎トウショウ産業	 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476－22 〃 アタマ 67．6�
55 アウトクラトール 牡8鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482± 01：08．4� 29．8
68 ローガンサファイア 牝3鹿 51 武 幸四郎 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 アタマ 8．9�
67 エイシンオスマン 牡5鹿 55 太宰 啓介	栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 484＋101：08．5	 96．1�
11 リ ュ ン ヌ 牝6鹿 54 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 492＋101：08．81	 38．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 70，673，400円 複勝： 111，301，700円 枠連： 40，643，200円
馬連： 209，632，600円 馬単： 123，795，200円 ワイド： 81，489，200円
3連複： 282，482，700円 3連単： 609，961，200円 計： 1，529，979，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 330円 � 1，140円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 870円 �� 3，070円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 26，200円 3 連 単 ��� 103，990円

票 数

単勝票数 計 706734 的中 � 122695（2番人気）
複勝票数 計1113017 的中 � 173036（2番人気）� 88502（5番人気）� 20964（11番人気）
枠連票数 計 406432 的中 （7－8） 54319（3番人気）
馬連票数 計2096326 的中 �� 64171（8番人気）
馬単票数 計1237952 的中 �� 21532（14番人気）
ワイド票数 計 814892 的中 �� 24198（8番人気）�� 6402（34番人気）�� 4843（40番人気）
3連複票数 計2824827 的中 ��� 7957（69番人気）
3連単票数 計6099612 的中 ��� 4329（275番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．2―11．3―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．0―45．3―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピセアローム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cozzene デビュー 2011．6．19 阪神2着

2009．2．1生 牝4栃栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous 13戦4勝 賞金 155，488，000円

2803610月12日 晴 稍重 （25京都4）第3日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：21．9
1：21．5

重
不良

57 � ツルオカハチマン 牡4鹿 57 岩田 康誠居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 518＋181：24．7 8．3�
33 メイショウアルザス 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 466－ 21：24．91� 141．0�
69 ステイウェル 牡3黒鹿55 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 488＋ 41：25．11� 3．9�
814 アドマイヤシェル 牡3栗 55 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 520－ 61：25．2� 4．7�
34 グロシュラライト 牡3黒鹿55 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 クビ 31．1	
22 オリエンタルサン 牡3鹿 55 藤岡 康太下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 452＋ 61：25．3� 52．0

11 サンクフルネス 牡4青 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 450－ 41：25．4� 9．2�
58 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿55 浜中 俊前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 462－ 2 〃 同着 12．3�
610 エアギベオン 	5青鹿57 岡田 祥嗣 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 追分ファーム 474＋12 〃 クビ 139．3
46 オーバーヘッド 牡5栗 57 北村 友一水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 488＋ 21：25．71
 52．5�
711 マルカリョウマ 牡4芦 57 国分 恭介河長産業� 増本 豊 新ひだか 坂本 春雄 524± 01：26．44 6．9�
712 シゲルオオカミザ 牡3栗 55 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 474＋161：26．5� 96．1�
813 トーコーグリーン 牡3黒鹿55 武 豊森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494＋101：26．92� 6．2�
45 � モズムラクモ 牡3栗 55 和田 竜二北側 雅司氏 白井 寿昭 新冠 新冠橋本牧場 438－151：27．0
 12．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，022，600円 複勝： 73，618，500円 枠連： 34，387，200円
馬連： 120，981，100円 馬単： 66，279，000円 ワイド： 51，937，100円
3連複： 160，642，300円 3連単： 290，655，100円 計： 841，522，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 300円 � 3，100円 � 190円 枠 連（3－5） 7，660円

馬 連 �� 49，690円 馬 単 �� 82，350円

ワ イ ド �� 13，630円 �� 790円 �� 8，500円

3 連 複 ��� 69，620円 3 連 単 ��� 534，930円

票 数

単勝票数 計 430226 的中 � 41015（5番人気）
複勝票数 計 736185 的中 � 66558（6番人気）� 4782（14番人気）� 127225（1番人気）
枠連票数 計 343872 的中 （3－5） 3316（20番人気）
馬連票数 計1209811 的中 �� 1797（69番人気）
馬単票数 計 662790 的中 �� 594（130番人気）
ワイド票数 計 519371 的中 �� 907（74番人気）�� 17199（10番人気）�� 1460（64番人気）
3連複票数 計1606423 的中 ��� 1703（161番人気）
3連単票数 計2906551 的中 ��� 401（1034番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．2―47．1―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ツルオカハチマン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー

2009．4．16生 牡4鹿 母 アジヤタイリン 母母 アジヤフラワー 12戦1勝 賞金 20，120，000円
初出走 JRA

※メイショウアルザス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（25京都4）第3日 10月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 150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

199，990，000円
8，940，000円
1，180，000円
18，140，000円
55，981，500円
3，900，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
369，642，000円
745，788，000円
215，346，600円
871，202，300円
587，162，800円
396，311，600円
1，185，477，200円
2，397，430，900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 6，768，361，400円

総入場人員 17，100名 （有料入場人員 15，200名）
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