
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

2803710月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （芝・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
1：20．6
1：20．3

良
良

22 メイショウアサツユ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 488－ 41：21．2 11．5�
11 ガートルード 牝2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 41：21．41� 6．1�
44 ガルデルスリール 牝2鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458± 01：21．5� 4．4�
710 マイネマレフィカ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 436± 01：22．03 7．9�
68 ザ マ ン ダ 牝2青鹿54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 21：22．1� 5．4	
56 エアシュノンソー 牝2鹿 54 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 404＋ 6 〃 ハナ 105．2

69 キョウワジュネス 牝2鹿 54 岩田 康誠�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 450＋ 41：22．2� 5．9�
33 ユアメモリー 牝2青鹿54 内田 博幸�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 438＋ 4 〃 ハナ 12．4�
45 マルヨラピド 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二野村 春行氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 438＋ 61：22．3� 65．0
57 タガノティターニア 牝2栗 54 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 476－ 41：22．51� 7．4�
711 ゴ ラ イ コ ウ 牝2鹿 54 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 浦河 谷口牧場 456－ 21：22．71� 255．4�
812 クリノツネチャン 牝2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 422－101：23．33� 26．3�
813 カネトシメティス 牝2栗 54 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 小泉牧場 458－ 21：23．72� 50．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，945，800円 複勝： 45，834，700円 枠連： 12，580，900円
馬連： 55，688，400円 馬単： 33，597，900円 ワイド： 26，857，600円
3連複： 77，287，800円 3連単： 114，609，800円 計： 389，402，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 300円 � 250円 � 190円 枠 連（1－2） 2，860円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 810円 �� 810円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 28，070円

票 数

単勝票数 計 229458 的中 � 15732（7番人気）
複勝票数 計 458347 的中 � 37036（7番人気）� 47814（6番人気）� 71688（2番人気）
枠連票数 計 125809 的中 （1－2） 3247（15番人気）
馬連票数 計 556884 的中 �� 16881（12番人気）
馬単票数 計 335979 的中 �� 5093（27番人気）
ワイド票数 計 268576 的中 �� 8068（11番人気）�� 8095（10番人気）�� 11764（3番人気）
3連複票数 計 772878 的中 ��� 15091（9番人気）
3連単票数 計1146098 的中 ��� 3014（88番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―11．6―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―46．5―58．1―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアサツユ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Unbridled デビュー 2013．9．14 阪神4着

2011．3．10生 牝2鹿 母 アッファビリティー 母母 Galletto 2戦1勝 賞金 6，100，000円

2803810月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

12 ス ザ ク 牡2鹿 55 武 豊一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 492＋ 81：25．1 1．8�
714 ゼンノロンゴ 牡2鹿 55 福永 祐一大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 488± 01：25．73� 3．7�
24 タガノハウリング 牡2鹿 55

52 ▲岩崎 翼八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494＋ 81：25．8� 19．2�

816 シュンブレイン 牡2栗 55 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 472＋ 41：27．18 27．0�
36 シゲルハリマ 牡2栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 498－ 21：27．84 319．7�
11 キタサンワイルド 牡2黒鹿55 国分 優作�大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 512＋ 6 〃 クビ 71．6	
35 タマモライト 牡2鹿 55 池添 謙一タマモ
 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440＋ 21：27．9クビ 41．4�
59 トーコープラネット 牡2栗 55 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 458＋ 6 〃 クビ 4．9�
713 デジタルスパーク 牡2鹿 55 柴山 雄一畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 448－ 6 〃 ハナ 424．8
611 ディープカジノ 牡2鹿 55 太宰 啓介深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 466＋ 61：28．0� 88．6�
47 シンゼンマリリン 牝2鹿 54 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 絵笛牧場 442－ 21：28．1� 493．1�
612 クーファシーズンズ 牝2黒鹿54 藤岡 康太大迫久美子氏 梅田 智之 新冠 村上 欽哉 466± 01：28．52� 244．3�
23 ゼニスブルー 牡2鹿 55 小牧 太
ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 41：28．92� 29．7�
815 パープルパルピナ 牡2鹿 55 秋山真一郎中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 41：29．0クビ 58．0�
48 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 55

53 △藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 494± 01：29．1� 70．3�
510 シゲルイズミ 牝2黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 片山牧場 424－ 41：29．31 295．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，219，700円 複勝： 59，490，400円 枠連： 14，180，900円
馬連： 47，518，200円 馬単： 41，405，500円 ワイド： 27，031，300円
3連複： 77，739，200円 3連単： 153，463，000円 計： 448，048，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 300円 枠 連（1－7） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 150円 �� 460円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 272197 的中 � 122239（1番人気）
複勝票数 計 594904 的中 � 253371（1番人気）� 153517（2番人気）� 23051（4番人気）
枠連票数 計 141809 的中 （1－7） 38756（1番人気）
馬連票数 計 475182 的中 �� 134055（1番人気）
馬単票数 計 414055 的中 �� 75144（1番人気）
ワイド票数 計 270313 的中 �� 66892（1番人気）�� 11954（4番人気）�� 7636（6番人気）
3連複票数 計 777392 的中 ��� 54116（2番人気）
3連単票数 計1534630 的中 ��� 39519（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．5―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．8―48．3―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．8
3 ・（2，4）（1，14）（6，16）7（3，12）（5，8）（9，13）15（11，10） 4 2（4，14）16（1，6）－7－3（5，12）（9，8，13）15（11，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス ザ ク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．10 新潟4着

2011．4．1生 牡2鹿 母 プリモスター 母母 チ ー タ ー 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 トーコープラネット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 トーコープラネット号の騎手岩田康誠は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

第４回 京都競馬 第４日



2803910月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：52．1
1：50．9

不良
不良

33 パッシングブリーズ 牡2鹿 55 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482 ―1：56．7 3．1�
67 フィリグラーナ 牡2栗 55 池添 謙一畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 440 ―1：56．8� 9．3�
710 テーオーイージス 牡2黒鹿55 I．メンディザバル 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 488 ―1：57．01� 15．8�

（仏）

79 ゴ ー ワ ン 牡2黒鹿55 川島 信二佐々木完二氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 506 ―1：57．63� 33．8�
11 キタサンウンゲツ 牡2鹿 55 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 504 ―1：57．92 3．9�
812 サカジロハンサム 牡2栗 55 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 前田 宗将 482 ―1：58．75 67．1	
22 オウケンゴールド 牡2栃栗55 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 484 ― 〃 アタマ 14．2

55 トラストエルフ 牝2栗 54 武 豊菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 464 ―1：59．65 12．3�
68 フミノキセキ 牡2鹿 55 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 様似 澤井 義一 536 ―1：59．91	 26．1�
56 クインズパール 牡2鹿 55 秋山真一郎 クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 510 ―2：00．64 4．1�
44 マコトヴィガラス 牡2鹿 55 川須 栄彦ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 502 ― 〃 ハナ 131．3�
811 エ ピ ソ ー ド 牝2黒鹿54 幸 英明安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 444 ―2：02．09 38．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，786，400円 複勝： 29，147，200円 枠連： 11，785，900円
馬連： 40，713，800円 馬単： 28，941，800円 ワイド： 19，072，900円
3連複： 52，195，400円 3連単： 92，122，600円 計： 293，766，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 260円 � 360円 枠 連（3－6） 1，210円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，020円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 10，530円 3 連 単 ��� 42，760円

票 数

単勝票数 計 197864 的中 � 50633（1番人気）
複勝票数 計 291472 的中 � 63844（1番人気）� 27618（4番人気）� 17432（7番人気）
枠連票数 計 117859 的中 （3－6） 7237（5番人気）
馬連票数 計 407138 的中 �� 18399（4番人気）
馬単票数 計 289418 的中 �� 8032（8番人気）
ワイド票数 計 190729 的中 �� 6903（6番人気）�� 4659（14番人気）�� 1688（33番人気）
3連複票数 計 521954 的中 ��� 3659（34番人気）
3連単票数 計 921226 的中 ��� 1590（129番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．5―13．6―13．5―14．1―12．7―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．4―51．0―1：04．5―1：18．6―1：31．3―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．1
1
3
4（7，8）（3，6，12）－11－（9，10）1，5，2
4（7，8，10）（3，5，1）（6，12）（9，11）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パッシングブリーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．15生 牡2鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ 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。

2804010月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時35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
2：00．7
1：59．9

良
良

69 � エイシンアロンジー 牡2鹿 55 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 愛
Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

466 ―2：02．1 4．1�
813 フ ァ シ ー ノ 牡2鹿 55 幸 英明 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 460 ― 〃 クビ 8．0�
45 マイネボニータ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 396 ―2：02．2クビ 81．3�
57 ガーリッシュハート 牝2鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 466 ―2：02．41� 9．8�
33 サウンズオブアース 牡2黒鹿55 福永 祐一吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 494 ―2：02．61 1．9	
11 グッドセンス 牡2鹿 55 松山 弘平前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488 ― 〃 クビ 18．7

711 サンライズレーヴ 牡2栗 55 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 460 ―2：02．7クビ 116．1�
22 マッチボックス 牡2黒鹿55 水口 優也薪浦 亨氏 小原伊佐美 安平 吉田 三郎 492 ―2：03．02 65．9�
56 フォルシャー 牡2栗 55 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474 ―2：03．21� 9．6
44 セルリアンジェダイ 牡2栗 55 和田 竜二�イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 470 ― 〃 ハナ 45．0�
812 レデントーレ 牡2黒鹿55 北村 友一前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―2：04．15 44．5�
68 ハギノアルソーレ 牡2栗 55 吉田 豊日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484 ― 〃 クビ 169．0�
710 ア テ ッ サ 	2黒鹿55 上村 洋行藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上 悦夫 464 ―2：07．1大差 142．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，630，500円 複勝： 48，104，900円 枠連： 14，832，600円
馬連： 46，881，000円 馬単： 40，574，600円 ワイド： 24，299，100円
3連複： 62，558，300円 3連単： 133，592，000円 計： 400，473，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 210円 � 300円 � 1，890円 枠 連（6－8） 1，510円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，760円 �� 6，340円

3 連 複 ��� 36，390円 3 連 単 ��� 146，070円

票 数

単勝票数 計 296305 的中 � 57186（2番人気）
複勝票数 計 481049 的中 � 74420（2番人気）� 43579（4番人気）� 5294（10番人気）
枠連票数 計 148326 的中 （6－8） 7265（6番人気）
馬連票数 計 468810 的中 �� 17833（7番人気）
馬単票数 計 405746 的中 �� 9397（11番人気）
ワイド票数 計 242991 的中 �� 9826（8番人気）�� 1543（29番人気）�� 906（44番人気）
3連複票数 計 625583 的中 ��� 1269（75番人気）
3連単票数 計1335920 的中 ��� 675（280番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．9―50．9―1：03．2―1：15．7―1：27．6―1：39．4―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアロンジー �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Awesome Again 初出走

2011．1．30生 牡2鹿 母 Ice Mint 母母 Icelips 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 グッドセンス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 マイネボニータ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）



2804110月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時25分 （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
1：21．9
1：21．5

重
不良

48 モズマッテタワ 牝3黒鹿53 小牧 太北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 490± 01：24．7 35．3�
35 サイズミックレディ 牝5鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B502＋ 41：24．91� 19．3�
714 トーワフォーエバー 牝3芦 53 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 458－ 61：25．0� 36．1�
36 ゴールドチェイス 牝3栃栗 53

50 ▲城戸 義政�グランド牧場 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 464＋ 41：25．1� 10．6�
12 アルボナンザ 牝3栗 53 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 466＋ 6 〃 ハナ 2．8�
23 コーラルグリッタ 牝4黒鹿55 池添 謙一�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 474＋161：25．2� 89．4	
713 ウォータープリプリ 牝3黒鹿53 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 490＋141：25．51� 4．2

510	 ハネムーンゴシップ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太藤井聡一郎氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 アタマ 13．9�
11 	 チ ー ズ マ ヨ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 442＋12 〃 クビ 41．1�
815 グレートエンジェル 牝3鹿 53 国分 恭介田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 486＋ 8 〃 アタマ 8．7
611 キタサンテンニョ 牝4黒鹿55 佐久間寛志�大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 462＋ 81：26．03 200．9�
47 ウインドクラスト 牝3鹿 53 福永 祐一 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 アタマ 7．3�
816 トーブプリンセス 牝4鹿 55 鮫島 良太武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 474± 01：26．1� 503．0�
59 アナスタシアブルー 牝4鹿 55 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 488＋ 41：26．52� 11．8�
612 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿55 柴山 雄一�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 452＋101：26．6� 284．5�
24 	 マイスピリット 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 オリエント牧場 440－ 81：27．23� 349．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，253，600円 複勝： 48，145，900円 枠連： 17，210，100円
馬連： 60，386，300円 馬単： 38，202，700円 ワイド： 30，892，100円
3連複： 84，800，200円 3連単： 138，876，700円 計： 445，767，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，530円 複 勝 � 1，070円 � 710円 � 990円 枠 連（3－4） 1，880円

馬 連 �� 20，100円 馬 単 �� 40，170円

ワ イ ド �� 6，330円 �� 10，230円 �� 7，210円

3 連 複 ��� 237，960円 3 連 単 ��� 1，178，060円

票 数

単勝票数 計 272536 的中 � 6094（9番人気）
複勝票数 計 481459 的中 � 11668（10番人気）� 18420（8番人気）� 12791（9番人気）
枠連票数 計 172101 的中 （3－4） 6766（11番人気）
馬連票数 計 603863 的中 �� 2218（45番人気）
馬単票数 計 382027 的中 �� 702（91番人気）
ワイド票数 計 308921 的中 �� 1203（50番人気）�� 741（59番人気）�� 1055（53番人気）
3連複票数 計 848002 的中 ��� 263（252番人気）
3連単票数 計1388767 的中 ��� 87（1352番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．5―58．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズマッテタワ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．1．20 京都7着

2010．4．9生 牝3黒鹿 母 オレンジスペシャル 母母 オレンジジャスミン 6戦1勝 賞金 10，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

2804210月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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 � エーシンスピーダー 牡4栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck
Stables LLC 482＋101：53．4 8．7�

57 ラローザブル 牡3栗 55 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B496－ 2 〃 クビ 4．6�
34 ワンダーアシャード 牡4栗 57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 520＋ 81：53．93 1．9�
711 トゥルーフレンド 牡4鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 478－ 41：54．21	 25．6�
813 ヒドゥンブレイド 牡3黒鹿55 福永 祐一有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486－10 〃 ハナ 5．0�
58 シャトーウインド 牡3黒鹿55 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 462＋ 41：54．41
 42．1	
712 ワンダーデスタン 牡3青鹿 55

52 ▲森 一馬山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 470± 0 〃 クビ 60．8

610 スーサンストリーム 牡6芦 57

54 ▲岩崎 翼林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 466＋ 61：54．5	 127．8�
33 クリビツテンギョ 牡4栗 57 北村 友一�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480± 01：54．6クビ 27．0
814 テイエムクロジシ 牡3青 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 460＋ 21：54．7� 267．6�
69 ミッキーバルーン 牡4栗 57 岩田 康誠野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 474－121：54．8	 23．2�
22 � エーシンクーフラン 牡4青 57 戸崎 圭太�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 494＋261：55．01
 77．2�
46 スリーフォスター 牡3黒鹿55 酒井 学永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B460＋141：55．21
 71．6�
45 ワシャモノタリン 牡7黒鹿57 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 508＋ 41：56．37 218．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，366，300円 複勝： 46，942，500円 枠連： 15，880，300円
馬連： 54，170，500円 馬単： 41，501，000円 ワイド： 29，023，300円
3連複： 79，642，300円 3連単： 147，613，300円 計： 444，139，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 210円 � 160円 � 110円 枠 連（1－5） 2，150円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 540円 �� 360円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 12，320円

票 数

単勝票数 計 293663 的中 � 26856（4番人気）
複勝票数 計 469425 的中 � 41693（4番人気）� 69230（3番人気）� 170647（1番人気）
枠連票数 計 158803 的中 （1－5） 5459（7番人気）
馬連票数 計 541705 的中 �� 22827（5番人気）
馬単票数 計 415010 的中 �� 7150（14番人気）
ワイド票数 計 290233 的中 �� 11838（5番人気）�� 19625（3番人気）�� 35281（1番人気）
3連複票数 計 796423 的中 ��� 50181（2番人気）
3連単票数 計1476133 的中 ��� 8849（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．8―50．9―1：04．0―1：16．7―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンスピーダー �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2011．10．16 京都3着

2009．4．8生 牡4栗 母 Myhrr 母母 Miesque 18戦3勝 賞金 31，656，000円



2804310月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：06．9
1：06．5

良
良

612 レディオブオペラ 牝3黒鹿53 藤田 伸二 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 490－ 21：07．1 2．2�

12 � フォーチュンスター 	4鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 516＋ 21：07．84 4．9�
23 メイショウライナー 牡3鹿 55 池添 謙一松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 464－121：08．11
 19．4�
11 ハイキートーン 牝3栗 53 川田 将雅�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 436－ 6 〃 クビ 21．0�
817� エーシンサファイア 牝3鹿 53 藤岡 康太	栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 490＋161：08．31� 6．2

35 ディザイラブル 牝4黒鹿55 I．メンディザバル 	ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 424－ 2 〃 クビ 39．8�

（仏）

24 セイウンヒマワリ 牝3栗 53 太宰 啓介西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 394＋101：08．4クビ 33．0�
36 ヴェアデイロス 牡4鹿 57 福永 祐一	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 438± 0 〃 クビ 21．9
510 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 53

51 △藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 442＋101：08．5
 15．2�
816� サ イ キ セ キ 牡4黒鹿57 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ サイファーム 472－ 2 〃 ハナ 87．3�
714 トロピカルメジャー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 472＋ 61：08．6クビ 222．9�
818 デンコウスカイ 牝3鹿 53 北村 友一田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 476－ 4 〃 同着 189．5�
59 メイケイペガムーン 牝3黒鹿53 国分 恭介名古屋競馬	 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 452＋181：08．7
 207．1�
713 アグネスフィズ 牝3鹿 53 武 豊渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 474＋ 81：08．91� 31．4�
48 ライブリシュネル 牡3鹿 55 酒井 学加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 〃 アタマ 33．2�
47 カレンシェリーメイ 牝4鹿 55 浜中 俊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 402＋ 21：09．0 13．5�
611 ミスマルシゲ 牝4青鹿55 鮫島 良太柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 438＋ 41：09．63 454．8�
715 ジョーハット 牡3青鹿55 吉田 豊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 518－101：09．7
 440．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，315，400円 複勝： 57，342，700円 枠連： 23，320，500円
馬連： 76，098，700円 馬単： 47，944，600円 ワイド： 37，586，400円
3連複： 106，221，700円 3連単： 168，215，100円 計： 552，045，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 170円 � 440円 枠 連（1－6） 530円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 270円 �� 820円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計 353154 的中 � 129395（1番人気）
複勝票数 計 573427 的中 � 164879（1番人気）� 87544（2番人気）� 22846（8番人気）
枠連票数 計 233205 的中 （1－6） 32945（1番人気）
馬連票数 計 760987 的中 �� 93259（1番人気）
馬単票数 計 479446 的中 �� 34882（1番人気）
ワイド票数 計 375864 的中 �� 40527（1番人気）�� 10543（6番人気）�� 7203（14番人気）
3連複票数 計1062217 的中 ��� 24489（6番人気）
3連単票数 計1682151 的中 ��� 10786（13番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―10．9―11．1―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．5―44．6―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．5―3F33．6
3 12，13（2，3，17）（7，14）（1，4，10）（5，11）9－（6，15）（16，18）8 4 12，13（2，17）3，14（1，7）（4，10）（5，11）（6，9）（16，15）18，8

勝馬の
紹 介

レディオブオペラ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．8．18 函館3着

2010．1．28生 牝3黒鹿 母 レディミドルトン 母母 Danuta 4戦2勝 賞金 15，900，000円
※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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウコウボウ号
※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。

2804410月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第8競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

22 メイショウユメゴゼ 牝4栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 460＋181：11．5 3．6�
34 グランプリブルー 牡4栗 57 浜中 俊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B470＋ 81：11．6� 5．2�
11 � シルクバーニッシュ 牡4鹿 57 福永 祐一有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 496＋101：11．7� 3．8�
814� エイユーラピス 牝4鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 474＋ 21：11．8� 94．9�
712 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 490－ 4 〃 アタマ 3．4�
58 コマノガレオス 牡4鹿 57 松田 大作長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 B528＋ 21：12．01	 21．4	
33 カ ト ラ ス 
3芦 55 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 468＋ 61：12．31� 67．3

57 メイショウゾンビ 牡4鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 484－ 6 〃 ハナ 72．7�
45 スイートドーナッツ 牡3黒鹿55 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 454± 01：12．4クビ 19．2�
711 ヴァルナビット 牡4栗 57 酒井 学田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 494＋ 41：13．03� 47．5
46 キンシジェネラル 牡3鹿 55

52 ▲岩崎 翼若草クラブ 浅見 秀一 安平 追分ファーム 508－ 41：13．74 79．7�
813 ナスノイブキ 牝3鹿 53 荻野 琢真�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 444＋ 41：13．91 450．3�
69 � アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 476－ 21：14．43 20．2�
610 シャインケニー 牝3鹿 53 小坂 忠士小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 442± 01：15．25 114．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，481，100円 複勝： 50，931，000円 枠連： 17，026，500円
馬連： 72，920，900円 馬単： 50，253，900円 ワイド： 33，907，900円
3連複： 100，722，500円 3連単： 187，901，300円 計： 545，145，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 150円 枠 連（2－3） 960円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 360円 �� 310円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 314811 的中 � 69296（2番人気）
複勝票数 計 509310 的中 � 109957（1番人気）� 80234（4番人気）� 93836（2番人気）
枠連票数 計 170265 的中 （2－3） 13148（5番人気）
馬連票数 計 729209 的中 �� 53535（5番人気）
馬単票数 計 502539 的中 �� 20279（9番人気）
ワイド票数 計 339079 的中 �� 23183（4番人気）�� 28728（2番人気）�� 21546（5番人気）
3連複票数 計1007225 的中 ��� 67166（2番人気）
3連単票数 計1879013 的中 ��� 22513（12番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―11．5―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．0―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 ・（1，2）10（8，9，12）3（4，14）13－（7，11）（6，5） 4 ・（1，2）（8，12）（10，4）（3，9，14）－11（7，13）（6，5）

勝馬の
紹 介

メイショウユメゴゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．4．7 阪神4着

2009．4．8生 牝4栃栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 12戦3勝 賞金 27，970，000円



2804510月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第9競走 ��
��2，200�

な る た き

鳴 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54�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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

79 ラ キ シ ス 牝3鹿 52 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：14．9 1．8�
33 リメインサイレント 牝3鹿 52 津村 明秀 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 484－ 22：15．0� 7．1�
812 テイエムダイパワー 牡3栗 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 486± 02：15．21	 8．0�
710 タガノレイヨネ 牡4栗 57 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 496± 02：15．3クビ 7．1�
811 ポセイドンバローズ 牡3栗 54 浜中 俊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 460－ 4 〃 ハナ 21．0�
67 プランスペスカ 牡3鹿 54 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 448± 0 〃 アタマ 25．8	
44 トウシンイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二
サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 472± 0 〃 クビ 29．5�
55 グッドカフェ 
5青鹿57 藤岡 康太杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 486＋ 42：15．51	 21．9�
56 メイショウキラリ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 490－ 2 〃 クビ 16．3
68 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 アタマ 83．0�
22 ニホンピロバロン 牡3栗 54 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 474＋ 42：15．6クビ 109．5�
11 � アルティスト 牡6鹿 57 四位 洋文塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486＋ 22：15．81� 30．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，834，300円 複勝： 62，492，800円 枠連： 22，179，200円
馬連： 94，740，800円 馬単： 66，077，300円 ワイド： 40，989，700円
3連複： 122，865，900円 3連単： 261，012，800円 計： 709，192，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 200円 枠 連（3－7） 510円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 290円 �� 390円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 388343 的中 � 176271（1番人気）
複勝票数 計 624928 的中 � 233354（1番人気）� 61969（4番人気）� 63060（3番人気）
枠連票数 計 221792 的中 （3－7） 32162（3番人気）
馬連票数 計 947408 的中 �� 100733（2番人気）
馬単票数 計 660773 的中 �� 51114（2番人気）
ワイド票数 計 409897 的中 �� 39065（2番人気）�� 26558（3番人気）�� 11515（11番人気）
3連複票数 計1228659 的中 ��� 55241（3番人気）
3連単票数 計2610128 的中 ��� 40463（5番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―12．9―12．9―12．8―12．9―12．8―12．1―11．8―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．5―37．4―50．3―1：03．1―1：16．0―1：28．8―1：40．9―1：52．7―2：03．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ キ シ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．2 阪神1着

2010．1．31生 牝3鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 5戦3勝 賞金 31，874，000円

2804610月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第10競走 ��
��1，200�

み ぶ

壬 生 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．10．13以降25．10．6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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．5

良
良

11 トーホウアマポーラ 牝4栗 54 福永 祐一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 488± 01：07．8 1．7�
22 エランドール 牝5鹿 51 高倉 稜�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 452＋ 61：08．01 119．3�
610� シゲルアセロラ 牡4黒鹿57．5 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

468－20 〃 クビ 11．9�
34 カシノランナウェイ �3栗 53 幸 英明柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 490± 01：08．1	 15．3�
33 ラヴァーズポイント 牝3青鹿51 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 502＋ 61：08．2	 6．4	
712 ヤ マ ノ レ オ �3栗 54 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 472＋ 21：08．41
 9．2

711 ビットスターダム 牡5芦 55 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 470＋ 81：08．5	 42．5�
46 アグネスキズナ 牡3栗 52 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 498－ 2 〃 クビ 21．2�
58 カゼニタツライオン 牡3栗 52 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 512＋ 61：08．6� 39．3
45 メイショウコウボウ 牡4黒鹿51 荻野 琢真松本 和子氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 462± 0 〃 クビ 89．0�
69 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿52 菱田 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 480＋181：08．7� 35．6�
814 ワ ー ル ン ガ 牡3栗 53 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 4 〃 クビ 11．5�
813 リッカコウユウ 牝7鹿 50 藤懸 貴志立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 468± 01：08．8クビ 182．4�
57 タイセイジーニアス 牡5黒鹿54 小牧 太田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 466－ 61：08．9	 54．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，816，900円 複勝： 79，346，600円 枠連： 25，641，000円
馬連： 120，257，400円 馬単： 90，401，000円 ワイド： 49，999，900円
3連複： 161，387，200円 3連単： 368，953，600円 計： 935，803，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，750円 � 350円 枠 連（1－2） 4，490円

馬 連 �� 7，400円 馬 単 �� 9，790円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 500円 �� 11，860円

3 連 複 ��� 29，090円 3 連 単 ��� 129，420円

票 数

単勝票数 計 398169 的中 � 187629（1番人気）
複勝票数 計 793466 的中 � 367809（1番人気）� 6396（13番人気）� 39734（6番人気）
枠連票数 計 256410 的中 （1－2） 4219（14番人気）
馬連票数 計1202574 的中 �� 12001（21番人気）
馬単票数 計 904010 的中 �� 6821（24番人気）
ワイド票数 計 499999 的中 �� 4368（25番人気）�� 27593（5番人気）�� 975（67番人気）
3連複票数 計1613872 的中 ��� 4095（71番人気）
3連単票数 計3689536 的中 ��� 2104（293番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―10．9―11．0―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．8―44．8―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．0
3 10，12（1，14）（3，9，11）2（4，13）6，8－5，7 4 10（1，12）（3，14）（2，9，11）（4，13）6，8－（5，7）

勝馬の
紹 介

トーホウアマポーラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2011．8．6 小倉2着

2009．1．29生 牝4栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 14戦4勝 賞金 62，930，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 カゼニタツライオン号の騎手小坂忠士は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※メイショウコウボウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目 ３レース目



2804710月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第11競走 ��
��2，000�第18回秋 華 賞（ＧⅠ）

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

京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

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

中央レコード
レースレコード

1：56．8
1：56．1
1：58．1

良
良
良

816 メイショウマンボ 牝3鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 488＋ 21：58．6 5．2�
11 スマートレイアー 牝3芦 55 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：58．81� 3．5�
713 リラコサージュ 牝3栗 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 414－12 〃 アタマ 131．6�
714 デニムアンドルビー 牝3鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 ハナ 3．3�
611 リボントリコロール 牝3芦 55 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 444± 01：58．9� 49．9�
12 シャトーブランシュ 牝3鹿 55 北村 友一有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 21．5	
47 トーセンソレイユ 牝3鹿 55 I．メンディザバル 島川 
哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438－12 〃 クビ 22．5�

（仏）

35 セ キ シ ョ ウ 牝3青鹿55 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 486± 0 〃 ハナ 44．9�
48 マコトブリジャール 牝3鹿 55 柴田 大知�ディアマント 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 416＋ 61：59．0クビ 140．7
36 ウ リ ウ リ 牝3青 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 クビ 17．7�
817 ローブティサージュ 牝3青 55 岩田 康誠有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 41：59．1� 15．1�
612 エバーブロッサム 牝3鹿 55 戸崎 圭太宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 458± 01：59．31� 13．5�
23 テ ィ ア ー モ 牝3鹿 55 川田 将雅 �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 438－ 81：59．4クビ 15．5�
59 ノボリディアーナ 牝3栗 55 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 31．2�
24 コレクターアイテム 牝3黒鹿55 秋山真一郎�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 472－ 41：59．5クビ 68．9�
818 セレブリティモデル 牝3黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 484＋ 21：59．82 151．4�
510 サクラプレジール 牝3青 55 福永 祐一�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 488＋ 82：00．01� 64．7�
715 ビーナストリック 牝3栗 55 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 444－ 62：02．4大差 164．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 388，874，000円 複勝： 487，436，500円 枠連： 336，965，900円 馬連： 1，625，362，800円 馬単： 884，768，900円
ワイド： 508，849，200円 3連複： 2，476，938，800円 3連単： 4，960，288，500円 5重勝： 1，082，035，600円 計： 12，751，520，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 180円 � 2，260円 枠 連（1－8） 630円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 500円 �� 9，820円 �� 7，480円

3 連 複 ��� 50，030円 3 連 単 ��� 233，560円

5 重 勝
対象競走：京都9R／東京10R／京都10R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 418，200円

票 数

単勝票数 計3888740 的中 � 592771（3番人気）
複勝票数 計4874365 的中 � 710430（3番人気）� 895559（2番人気）� 40204（15番人気）
枠連票数 計3369659 的中 （1－8） 396317（3番人気）
馬連票数 計16253628 的中 �� 1275451（3番人気）
馬単票数 計8847689 的中 �� 291326（6番人気）
ワイド票数 計5088492 的中 �� 276886（3番人気）�� 12077（75番人気）�� 15893（67番人気）
3連複票数 計24769388 的中 ��� 36538（131番人気）
3連単票数 計49602885 的中 ��� 15674（617番人気）
5重勝票数 計10820356 的中 ����� 2814

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．5―34．4―46．6―58．9―1：11．2―1：23．1―1：34．9―1：46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5
1
3
15－5，9，3，8（6，17）（4，7）13（2，16）（10，12）（11，14）1，18
15，5－9－（3，8）－（6，17）（4，7，16）（13，12，14）（2，10）1，11－18

2
4

15－5，9－3，8（6，17）（4，7）13（2，16）（10，12）（11，14）1，18・（15，5）9（3，8）（6，17）（7，16，14）（4，13，12）1（2，10）11－18
勝馬の
紹 介

メイショウマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．2．25生 牝3鹿 母 メイショウモモカ 母母 メイショウアヤメ 9戦5勝 賞金 304，203，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アサクサティアラ号・アドマイヤイチバン号・ウインプリメーラ号・ディアデラマドレ号・トーセンアルニカ号・

プリンセスジャック号・ラキシス号・リメインサイレント号
※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。

2804810月13日 晴 良 （25京都4）第4日 第12競走 ��
��1，200�

ふじのもり

藤森ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

35 スイートジュエリー 牝4黒鹿55 川田 将雅下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B504＋ 61：11．0 2．0�
610� シゲルソウサイ 牡5鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 506－ 21：11．31	 6．1�
11 ケージーハヤブサ 牡4鹿 57 浜中 俊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 498± 0 〃 クビ 7．1�
814 ドリームコンサート 牡4栗 57 国分 優作松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B510＋ 21：11．4クビ 21．6�
58 
 キングオブヘイロー 牡7鹿 57 松山 弘平鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B482－ 2 〃 アタマ 154．6�
22 マ ル コ フ ジ 牡5栗 57 太宰 啓介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 468－ 21：11．61� 32．7	
815 コウエイフラッシュ �7鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 496＋221：11．7� 214．4

34 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 川須 栄彦山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 494＋ 81：11．8	 241．5�
59 
 モエレジュンキン 牡6鹿 57 高倉 稜鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 472＋121：11．9クビ 304．2�
23 グレイスフルリープ 牡3栗 55 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528－ 6 〃 クビ 5．9
611 トーセントレジャー 牡5鹿 57 柴田 大知島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B504± 01：12．22 108．2�
712 ワールドエンド 牡4鹿 57 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 新冠伊藤牧場 522＋ 41：12．3� 12．4�
46 クランチタイム 牡5鹿 57 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 504－ 21：12．61	 35．8�
713 ユメノキラメキ 牝6栗 55 内田 博幸諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 500＋14 〃 ハナ 22．2�
47 オーラレガーレ 牝5青鹿55 幸 英明吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 92．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，889，700円 複勝： 105，604，900円 枠連： 47，055，300円
馬連： 199，904，600円 馬単： 122，977，800円 ワイド： 80，868，000円
3連複： 249，741，900円 3連単： 545，937，500円 計： 1，432，979，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 170円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 290円 �� 330円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 5，290円

票 数

単勝票数 計 808897 的中 � 330884（1番人気）
複勝票数 計1056049 的中 � 301738（1番人気）� 148270（3番人気）� 138121（4番人気）
枠連票数 計 470553 的中 （3－6） 51580（2番人気）
馬連票数 計1999046 的中 �� 214983（2番人気）
馬単票数 計1229778 的中 �� 97567（2番人気）
ワイド票数 計 808680 的中 �� 72645（2番人気）�� 63560（3番人気）�� 35787（4番人気）
3連複票数 計2497419 的中 ��� 129781（3番人気）
3連単票数 計5459375 的中 ��� 76293（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．7―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートジュエリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2012．1．8 京都1着

2009．5．11生 牝4黒鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean 13戦5勝 賞金 61，465，000円

５レース目



（25京都4）第4日 10月13日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

357，700，000円
2，080，000円
7，100，000円
6，670，000円
33，090，000円
64，460，500円
5，216，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
771，413，700円
1，120，820，100円
558，659，100円
2，494，643，400円
1，486，647，000円
909，377，400円
3，652，101，200円
7，272，586，200円
1，082，035，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 19，348，283，700円

総入場人員 37，126名 （有料入場人員 34，221名）
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