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2809710月27日 晴 稍重 （25京都4）第9日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55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

46 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 488－ 21：25．9 20．7�
57 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± 0 〃 アタマ 2．1�

712 フジノゴールド 牡2栗 55 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 494＋121：26．11 28．1�
22 ブラボーランサー 牡2鹿 55 酒井 学田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 516± 01：26．52� 19．9�
711 マルヨボード 牡2芦 55 藤岡 康太野村 春行氏 梅田 智之 新冠 大狩部牧場 476－ 4 〃 ハナ 13．9�
45 スリーサウス 牡2鹿 55 国分 恭介永井商事� 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 468＋ 21：26．81� 133．2	
610 シゲルサヌキ 牝2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 404± 01：27．01 74．2

58 ダノンサイクロン 牝2青鹿54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 442－ 21：27．21	 4．4�
69 モンスターバローズ 牡2栗 55 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 486＋ 81：27．41	 7．2�
33 ヒャクマンバリキ 牡2鹿 55 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 496＋ 2 〃 ハナ 79．2
813 オールビーファイン 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 村上 雅規 464± 0 〃 クビ 41．3�
11 ウォーターヴォイス 牝2鹿 54 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 446＋ 21：28．03� 8．2�
34 アラートミノル 牡2鹿 55 熊沢 重文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－ 61：29．06 94．5�
814 サクセスジョイ 牝2黒鹿 54

51 ▲森 一馬�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 452＋ 21：30．27 310．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，241，600円 複勝： 28，348，400円 枠連： 8，537，300円
馬連： 34，690，400円 馬単： 24，366，200円 ワイド： 17，761，800円
3連複： 54，866，200円 3連単： 92，598，400円 計： 276，410，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 390円 � 120円 � 550円 枠 連（4－5） 1，060円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，670円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 10，870円 3 連 単 ��� 98，050円

票 数

単勝票数 計 152416 的中 � 5825（7番人気）
複勝票数 計 283484 的中 � 13743（7番人気）� 108006（1番人気）� 8959（8番人気）
枠連票数 計 85373 的中 （4－5） 5971（5番人気）
馬連票数 計 346904 的中 �� 16146（6番人気）
馬単票数 計 243662 的中 �� 3456（19番人気）
ワイド票数 計 177618 的中 �� 7413（6番人気）�� 1129（34番人気）�� 4133（10番人気）
3連複票数 計 548662 的中 ��� 3728（35番人気）
3連単票数 計 925984 的中 ��� 697（274番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．2―47．7―1：00．2―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チョウテッパン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．12 京都4着

2011．3．2生 牡2栗 母 チョウキセキ 母母 チョウハッスル 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 タガノハウリング号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

2809810月27日 晴 良 （25京都4）第9日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：33．4
1：33．1

良
良

67 フェイブルネージュ 牝2鹿 54
53 ☆中井 裕二 �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 446－ 21：35．9 5．6�
811 レッドメイヴ 牝2鹿 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 4．6�
68 ニホンピロディール 牝2栗 54 太宰 啓介小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 448± 01：36．0� 24．7�
710 リラヴァティ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 クビ 7．1�
11 ス ピ ナ ッ チ 牝2黒鹿54 松山 弘平橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 452± 0 〃 ハナ 5．3	
44 アイスブレイク 牝2青鹿54 幸 英明安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：36．1� 22．4

55 フルールシチー 牝2鹿 54 酒井 学 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 494＋ 21：36．2クビ 3．4�
56 テンシノホホエミ 牝2鹿 54 国分 恭介�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480－ 61：36．3� 12．6�
22 ユアメモリー 牝2青鹿54 四位 洋文�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442＋ 41：36．51� 23．7
812 マルクナッテ 牝2栗 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 408－ 21：36．71� 114．9�
33 トウカイメール 牝2青鹿54 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 412－ 8 〃 ハナ 147．1�
79 ケ レ ス 牝2黒鹿54 藤岡 康太杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 438－ 21：37．44 83．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，739，600円 複勝： 31，294，100円 枠連： 7，599，500円
馬連： 36，314，800円 馬単： 21，600，500円 ワイド： 16，595，300円
3連複： 49，481，400円 3連単： 75，590，800円 計： 257，216，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 200円 � 450円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，240円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 26，130円

票 数

単勝票数 計 187396 的中 � 26834（4番人気）
複勝票数 計 312941 的中 � 44654（4番人気）� 47860（3番人気）� 15069（7番人気）
枠連票数 計 75995 的中 （6－8） 6556（3番人気）
馬連票数 計 363148 的中 �� 25618（3番人気）
馬単票数 計 216005 的中 �� 7860（5番人気）
ワイド票数 計 165953 的中 �� 9985（3番人気）�� 3196（17番人気）�� 2371（25番人気）
3連複票数 計 494814 的中 ��� 5424（24番人気）
3連単票数 計 755908 的中 ��� 2135（85番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．2―12．2―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―47．9―1：00．1―1：12．2―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイブルネージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．5 京都3着

2011．2．17生 牝2鹿 母 ミセススノー 母母 Shining Vale 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 フェイブルネージュ号の騎手中井裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成25年11月2日から平成25年11月

3日まで騎乗停止。（被害馬：9番・12番・11番）

第４回 京都競馬 第９日



2809910月27日 晴 良 （25京都4）第9日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時50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 ハピネスダンサー 牝2鹿 54 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 22：04．1 3．0�
611 アグリッパーバイオ 牡2黒鹿55 秋山真一郎バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 22：04．31 4．3�
814 ワクワクカンヲ 牡2鹿 55 松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B462－ 22：04．51� 6．8�
59 サンライズレーヴ 牡2栗 55

52 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 456－ 4 〃 ハナ 28．3�

610 マイネボニータ 牝2栗 54
53 ☆中井 裕二 �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 394－ 22：04．6クビ 11．4�
713 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± 02：04．7� 41．3

11 ライトニングロアー 牡2鹿 55 浜中 俊前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 4 〃 アタマ 4．7�
47 スリーマキシマム 牡2鹿 55 幸 英明永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 474－ 62：04．8� 19．7�
58 ハイプレッシャー 牡2黒鹿55 国分 優作�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 22：05．01	 11．4
815 グランソレイユ 牝2栗 54 国分 恭介 	フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 432－ 82：05．63� 91．6�
712 ノットアクライシス 牡2青鹿55 四位 洋文 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 追分ファーム 478＋ 2 〃 クビ 51．7�
34 マヤノブリッツ 牝2栗 54 太宰 啓介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 448－ 22：06．45 136．0�
22 プ レ ス リ ー 牡2黒鹿55 酒井 学田畑 富子氏 梅田 康雄 浦河 山口 義彦 478＋ 6 〃 ハナ 207．4�
23 シゲルヒダカ 牡2黒鹿 55

52 ▲森 一馬森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 武 牧場 496＋ 22：06．72 242．9�
（14頭）

35 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，818，200円 複勝： 36，197，000円 枠連： 11，786，600円
馬連： 44，031，000円 馬単： 27，356，700円 ワイド： 21，575，000円
3連複： 58，909，900円 3連単： 89，975，700円 計： 309，650，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（4－6） 460円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 290円 �� 360円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 差引計 198182（返還計 82） 的中 � 52654（1番人気）
複勝票数 差引計 361970（返還計 237） 的中 � 92024（1番人気）� 65846（2番人気）� 53507（3番人気）
枠連票数 差引計 117866（返還計 3 ） 的中 （4－6） 19119（1番人気）
馬連票数 差引計 440310（返還計 791） 的中 �� 49014（2番人気）
馬単票数 差引計 273567（返還計 275） 的中 �� 15426（2番人気）
ワイド票数 差引計 215750（返還計 327） 的中 �� 19553（1番人気）�� 14653（3番人気）�� 12532（4番人気）
3連複票数 差引計 589099（返還計 2038） 的中 ��� 33890（2番人気）
3連単票数 差引計 899757（返還計 3174） 的中 ��� 13476（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．4―13．6―13．2―13．2―12．3―12．1―11．3―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―37．2―50．8―1：04．0―1：17．2―1：29．5―1：41．6―1：52．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハピネスダンサー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．8．3 新潟3着

2011．1．26生 牝2鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔出走取消〕 マッチボックス号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 マヤノブリッツ号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

2810010月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25京都4）第9日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

610 シゲルキョクチョウ 牡5鹿 61 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490＋ 83：33．3 6．8�
34 � エーシンイグアス 牡5鹿 61 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 526＋ 23：33．4� 22．4�
22 ナリタトルネード 牡8栗 60 熊沢 重文�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 474＋ 2 〃 ハナ 26．7�
814 サンライズロイヤル 牡4鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 増本 豊 千歳 社台ファーム 528－ 23：33．61� 58．8�
69 � トウショウデザイア 牡7鹿 62 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478＋123：33．81	 5．7�
33 カ ゼ カ オ ル 牡4鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 484＋143：34．65 17．0	
46 エアペイシェンス 牡7栗 61 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464－ 43：34．7クビ 1．8

45 � パリスブルー 牝6黒鹿58 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 460－ 23：36．08 51．3�
11 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 江田 勇亮ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 460＋ 63：36．1	 26．3�
57 ヴィーヴァギブソン 
6鹿 60 西谷 誠芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 514－103：36．41� 13．8
712� トーセンタイガー 牡5鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B530－ 23：38．3大差 93．4�
813 ジュヌドラゴン 
6黒鹿60 山本 康志諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486＋ 43：38．72	 40．9�
58 リリーアタッカー 牡4栗 60

57 ▲森 一馬土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 506＋163：43．9大差 132．9�
711 カネスラファール 牡9黒鹿61 上野 翔杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 492－ 2 （競走中止） 23．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，285，100円 複勝： 32，883，300円 枠連： 12，085，200円
馬連： 33，729，500円 馬単： 26，491，700円 ワイド： 18，498，000円
3連複： 54，086，400円 3連単： 96，072，100円 計： 291，131，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 290円 � 710円 � 700円 枠 連（3－6） 1，400円

馬 連 �� 8，840円 馬 単 �� 17，940円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 2，470円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 54，990円 3 連 単 ��� 308，270円

票 数

単勝票数 計 172851 的中 � 20286（3番人気）
複勝票数 計 328833 的中 � 34570（3番人気）� 11425（9番人気）� 11562（8番人気）
枠連票数 計 120852 的中 （3－6） 6377（4番人気）
馬連票数 計 337295 的中 �� 2819（25番人気）
馬単票数 計 264917 的中 �� 1090（48番人気）
ワイド票数 計 184980 的中 �� 1986（23番人気）�� 1855（25番人気）�� 1128（41番人気）
3連複票数 計 540864 的中 ��� 726（122番人気）
3連単票数 計 960721 的中 ��� 230（593番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 51．5－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルキョクチョウ �
�
父 オンファイア �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2010．7．25 小倉1着

2008．3．28生 牡5鹿 母 プ レ ア デ ス 母母 エ チ ケ ッ ト 障害：10戦3勝 賞金 44，300，000円
〔競走中止〕 カネスラファール号は，2周目6号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ジークジオン号・テイエムオウショウ号・テルバイク号・メイショウヨシミツ号・ワンダーエレメント号
（非抽選馬） 6頭 コスモソユーズ号・コブラボール号・サンレイランキング号・テイエムブユウデン号・トウシンボルト号・

メジロサンノウ号



2810110月27日 晴 良 （25京都4）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時10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

48 オーシャンヒーロー 牡2栗 55 酒井 学上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 競優牧場 504 ―1：34．6 7．9�
816� ウィズアミッション 牝2鹿 54 秋山真一郎吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 426 ―1：36．09 6．1�
713 エーブキットマン 牡2鹿 55 藤岡 康太 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 大北牧場 516 ―1：36．1� 10．7�
35 テイエムスラッガー 牡2栗 55 和田 竜二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 438 ―1：36．2クビ 14．1�
611� ハタノデバット 牡2鹿 55 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 米 SF Blood-

stock LLC 476 ―1：36．62� 5．8	
714 ドリームスカイハイ 牡2栗 55 藤田 伸二セゾンレースホース� 木原 一良 新ひだか 佐竹 学 494 ― 〃 ハナ 65．8

47 ネオマイスター 牡2青鹿55 幸 英明久保 博文氏 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 482 ―1：36．7クビ 28．5�
11 フランキーバローズ 牡2鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 534 ―1：36．91� 2．9�
815 ジンライムデザイア 牡2黒鹿55 太宰 啓介飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 466 ― 〃 アタマ 192．6
59 � エイシンスバシリ 牡2鹿 55 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 米 Kona Stables 524 ―1：37．11� 13．8�
510 ニホンピロフローラ 牝2栗 54 熊沢 重文小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 466 ―1：37．2クビ 54．6�
23 メイショウコハル 牝2鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 434 ―1：37．73 128．3�
36 ア レ ッ ト 牡2青 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510 ―1：37．91� 18．2�
612 ホッコーホウオウ 牡2栗 55 国分 優作矢部 幸一氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 450 ―1：38．0� 23．4�
12 スイートデュプレ 牝2鹿 54 国分 恭介シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 486 ―1：38．74 40．1�
24 グットキラメク 牡2栗 55

54 ☆中井 裕二小田切有一氏 田中 章博 様似 小田牧場 442 ― （競走中止） 163．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，670，300円 複勝： 32，322，900円 枠連： 14，709，300円
馬連： 44，568，700円 馬単： 29，119，000円 ワイド： 22，654，200円
3連複： 60，395，700円 3連単： 89，774，500円 計： 313，214，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 240円 � 300円 枠 連（4－8） 1，590円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，130円 �� 950円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 37，650円

票 数

単勝票数 計 196703 的中 � 19854（4番人気）
複勝票数 計 323229 的中 � 33588（4番人気）� 38331（3番人気）� 27201（5番人気）
枠連票数 計 147093 的中 （4－8） 6844（8番人気）
馬連票数 計 445687 的中 �� 13886（8番人気）
馬単票数 計 291190 的中 �� 4588（16番人気）
ワイド票数 計 226542 的中 �� 5863（8番人気）�� 4913（11番人気）�� 5953（7番人気）
3連複票数 計 603957 的中 ��� 6781（18番人気）
3連単票数 計 897745 的中 ��� 1760（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．4―46．3―58．1―1：10．1―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンヒーロー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シ ャ ン ハ イ 初出走

2011．5．23生 牡2栗 母 エレガントマリー 母母 マックスキャリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 テイエムスラッガー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 グットキラメク号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 テイエムスラッガー号は，発走調教再審査。
※メイショウコハル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2810210月27日 晴 稍重 （25京都4）第9日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時40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

59 ゼンノジェネラル 牡2鹿 55 松山 弘平大迫久美子氏 鮫島 一歩 新冠 村上 欽哉 450 ―1：25．8 48．8�
12 � ゼ ア ミ 牡2芦 55 四位 洋文有限会社シルク音無 秀孝 米 Barnett Sta-

bles LLC 528 ― 〃 クビ 1．4�
612 タイセイパラゴン 牡2鹿 55 国分 優作田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 494 ―1：25．9� 165．8�
24 ケンブリッジギルド 牡2栗 55 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 452 ―1：26．0クビ 142．6�
48 カネトシハッカー 牡2鹿 55 国分 恭介兼松 昌男氏 田中 章博 新ひだか 井高牧場 474 ― 〃 ハナ 20．7�
713 ダテノハクトラ 牡2芦 55 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 480 ― 〃 ハナ 14．2�
611 モ ッ シ ュ 牡2芦 55 酒井 学小嶋 將則氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 506 ―1：27．17 46．5	
816 ダイシンウィン 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 490 ―1：27．2� 87．2

23 モズノハナミチ 牡2鹿 55 小牧 太北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 474 ― 〃 アタマ 47．2�
510 メイズバースデー 牝2栗 54 太宰 啓介吉川 潤氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：27．3� 6．5�
35 タマモアネモネ 牝2栗 54

51 ▲森 一馬タマモ 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 452 ―1：27．4	 86．3�
47 マジェスティシップ 牡2黒鹿55 武 幸四郎 �キャロットファーム 清水 出美 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ― 〃 クビ 61．9�
815 クリノサプライズ 牡2芦 55

52 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 永村 侑 452 ―1：27．93 47．7�
714 スズカルーブル 牡2鹿 55 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 472 ―1：28．1	 8．9�
36 バ ム 牡2鹿 55 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 472 ― 〃 ハナ 104．6�
11 ニホンピロクイーン 牝2栗 54 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 浦河 ミルファーム 394 ―1：30．0大差 95．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，165，000円 複勝： 73，900，700円 枠連： 15，412，500円
馬連： 37，975，300円 馬単： 37，762，500円 ワイド： 20，915，500円
3連複： 53，396，100円 3連単： 112，819，000円 計： 378，346，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，880円 複 勝 � 770円 � 110円 � 2，550円 枠 連（1－5） 420円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 790円 �� 16，520円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 33，950円 3 連 単 ��� 300，580円

票 数

単勝票数 計 261650 的中 � 4232（9番人気）
複勝票数 計 739007 的中 � 9057（7番人気）� 522059（1番人気）� 2540（15番人気）
枠連票数 計 154125 的中 （1－5） 27235（2番人気）
馬連票数 計 379753 的中 �� 15281（5番人気）
馬単票数 計 377625 的中 �� 3527（22番人気）
ワイド票数 計 209155 的中 �� 6891（7番人気）�� 299（85番人気）�� 2136（22番人気）
3連複票数 計 533961 的中 ��� 1161（85番人気）
3連単票数 計1128190 的中 ��� 277（493番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．6―47．7―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノジェネラル �
�
父 トワイニング �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2011．4．7生 牡2鹿 母 ジョルジーナ 母母 マルカキャンディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 バム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カメット号・サンマルウィーク号・サンライズホーム号・テーオービックバン号



2810310月27日 晴 稍重 （25京都4）第9日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

22 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± 01：58．0 2．7�

78 キングスバーン 牡4鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 508＋ 61：58．21� 71．2�
66 ウォーシップマーチ 牡3黒鹿55 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 5．2�
11 オ ツ ウ 牝3鹿 53 秋山真一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B480＋ 61：58．3クビ 2．5�
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 534－ 41：59．25 11．6�
810 トゥヴァビエン 牡3黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 528－ 21：59．52 23．0�
67 ナムララオウ 牡3栗 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 504＋ 2 〃 ハナ 15．0	
33 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 468＋ 21：59．71 110．4

811 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± 0 〃 ハナ 33．6�
44 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 462＋ 22：00．23 263．4�
79 ダブルイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 482± 02：00．41� 21．0

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，037，800円 複勝： 42，479，600円 枠連： 13，754，900円
馬連： 53，011，200円 馬単： 39，966，100円 ワイド： 27，994，600円
3連複： 76，092，200円 3連単： 157，643，900円 計： 438，980，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 1，540円 � 220円 枠 連（2－7） 1，690円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 15，140円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 320円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 19，900円 3 連 単 ��� 112，630円

票 数

単勝票数 計 280378 的中 � 81917（2番人気）
複勝票数 計 424796 的中 � 113713（1番人気）� 4815（10番人気）� 49087（3番人気）
枠連票数 計 137549 的中 （2－7） 6018（6番人気）
馬連票数 計 530112 的中 �� 4010（25番人気）
馬単票数 計 399661 的中 �� 1949（39番人気）
ワイド票数 計 279946 的中 �� 2217（28番人気）�� 25179（2番人気）�� 1060（34番人気）
3連複票数 計 760922 的中 ��� 2822（44番人気）
3連単票数 計1576439 的中 ��� 1033（241番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．2―12．8―12．4―12．5―12．5―12．0―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．4―43．2―55．6―1：08．1―1：20．6―1：32．6―1：45．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンゼンレンジャー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ジ ェ リ デビュー 2011．7．3 京都1着

2009．5．3生 牡4黒鹿 母 キョウエイフルハム 母母 ケイシュウアップ 20戦2勝 賞金 33，800，000円
※出走取消馬 ハンドインハンド号（疾病〔右肩跛行〕のため）

2810410月27日 晴 良 （25京都4）第9日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�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
2：22．6
2：22．1

良
良

55 フーラブライド 牝4鹿 55 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 468＋ 62：27．3 4．5�
44 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 456＋ 2 〃 クビ 17．0�
33 マイネルアイザック 牡4黒鹿57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 82：27．4� 5．2�
66 プランスペスカ 牡3鹿 54

51 ▲森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 450＋ 22：27．5クビ 7．2�
79 アドマイヤパーシア 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋102：27．71� 22．1�
67 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 476＋ 4 〃 ハナ 13．3	
11 ウインアルザス 牡3鹿 54

53 ☆中井 裕二�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 502＋ 62：27．8クビ 2．3

78 カリスマミッキー 牡5栗 57 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 492＋142：28．01� 62．4�
810 エアポートメサ 牡5栗 57 水口 優也新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 452＋ 62：28．32 26．4�
811 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 476＋ 22：28．51	 57．9
22 ヴ ェ イ ロ ン 牡5栗 57 国分 恭介前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 486＋162：29．56 47．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，435，100円 複勝： 34，876，400円 枠連： 12，591，300円
馬連： 51，334，500円 馬単： 34，192，100円 ワイド： 23，977，600円
3連複： 69，774，600円 3連単： 124，424，000円 計： 374，605，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 360円 � 180円 枠 連（4－5） 3，250円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 930円 �� 440円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 22，080円

票 数

単勝票数 計 234351 的中 � 41307（2番人気）
複勝票数 計 348764 的中 � 56985（3番人気）� 20592（6番人気）� 59478（2番人気）
枠連票数 計 125913 的中 （4－5） 2867（14番人気）
馬連票数 計 513345 的中 �� 13349（13番人気）
馬単票数 計 341921 的中 �� 5510（17番人気）
ワイド票数 計 239776 的中 �� 6155（12番人気）�� 14471（4番人気）�� 6077（13番人気）
3連複票数 計 697746 的中 ��� 14653（11番人気）
3連単票数 計1244240 的中 ��� 4160（67番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．4―13．6―13．2―12．8―12．7―12．5―11．7―11．3―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―24．1―36．5―50．1―1：03．3―1：16．1―1：28．8―1：41．3―1：53．0―2：04．3―2：15．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フーラブライド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．8．21 札幌13着

2009．5．9生 牝4鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 25戦4勝 賞金 51，870，000円



2810510月27日 晴 稍重 （25京都4）第9日 第9競走 ��
��1，800�北 國 新 聞 杯

発走14時15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

北國新聞社賞（1着）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

78 � 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 484＋ 21：51．4 15．1�

33 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 498＋ 61：51．61 2．4�
11 ヒラボクプリンス 牡3鹿 55 浜中 俊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 484＋ 4 〃 クビ 7．1�
810 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 21：51．7	 7．7�
77 タイセイウインディ 牡3黒鹿55 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 酒井 秀紀 444＋ 41：51．8クビ 7．6�
22 ブルータンザナイト 牡4青鹿57 幸 英明桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 552－ 4 〃 クビ 6．3	
66 キンショータイム 牡3栗 55 熊沢 重文礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 488＋ 6 〃 ハナ 167．1

89 プルーフポジティブ 牡4黒鹿57 森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 468－ 21：52．01
 5．5�
55 フォルクスオーパー 牝7栗 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 490± 01：52．63	 207．9�
44 ゴールデンジャガー 牡5鹿 57 国分 優作西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 510－ 21：53．13 86．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，740，200円 複勝： 56，336，300円 枠連： 20，528，000円
馬連： 84，469，500円 馬単： 61，929，800円 ワイド： 35，192，800円
3連複： 108，844，000円 3連単： 242，793，900円 計： 643，834，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 310円 � 120円 � 230円 枠 連（3－7） 570円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，470円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 30，020円

票 数

単勝票数 計 337402 的中 � 17658（7番人気）
複勝票数 計 563363 的中 � 34790（7番人気）� 189238（1番人気）� 53932（5番人気）
枠連票数 計 205280 的中 （3－7） 26878（2番人気）
馬連票数 計 844695 的中 �� 40678（6番人気）
馬単票数 計 619298 的中 �� 10779（16番人気）
ワイド票数 計 351928 的中 �� 14083（9番人気）�� 5509（20番人気）�� 19876（5番人気）
3連複票数 計1088440 的中 ��� 20867（18番人気）
3連単票数 計2427939 的中 ��� 5970（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．3―35．5―47．6―1：00．0―1：12．3―1：24．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3
・（9，8）1（4，3，10）－7－2－6－5・（9，8）（4，1，3，10）－7，2－（6，5）

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

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 19戦4勝 賞金 46，301，000円

2810610月27日 晴 稍重 （25京都4）第9日 第10競走 ��
��1，200�

にしじん

西陣ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．10．27以降25．10．20まで1回以上出走馬，除3歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510� シゲルソウサイ 牡5鹿 56．5 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments 512＋ 61：10．5 6．1�

816 ドリームコンサート 牡4栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B510± 0 〃 ハナ 9．1�
48 マ ル コ フ ジ 牡5栗 55 国分 恭介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 470＋ 21：10．71� 23．9�
47 クランチタイム 牡5鹿 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 502－ 21：10．8	 18．1�
36 グレイスフルリープ 牡3栗 54 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 532＋ 4 〃 アタマ 4．9�
611
 ズ ン ダ モ チ 牡7芦 56 藤田 伸二吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 540－ 21：10．9クビ 40．9�
23 ワンダースピンドル 牡5黒鹿53 武 幸四郎山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 486－ 81：11．0	 52．1	
24 キクノフレヴァン 牡7鹿 53 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 484－ 61：11．31� 159．4

612 ツリーズオブホープ 牡6栗 54 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 468－ 8 〃 アタマ 214．6�
12 ケージーハヤブサ 牡4鹿 56．5 浜中 俊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 498± 0 〃 ハナ 2．4�
59 
 キングオブヘイロー 牡7鹿 55 松山 弘平鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B482± 0 〃 ハナ 33．9
714 コウエイフラッシュ �7鹿 54 酒井 学西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 494－ 2 〃 クビ 35．5�
713� カフェレジェンド 牡8青鹿51 森 一馬西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B526± 01：11．4	 126．0�
35 カフェシュプリーム 牡4鹿 56 藤岡 康太西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 502－ 41：12．03	 8．6�
815 シルバーキセキ 牝6黒鹿54 四位 洋文小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 470＋101：12．1� 42．6�
11 リッカアリュール 牡7栗 52 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 502＋ 41：12．2クビ 292．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，527，000円 複勝： 64，629，900円 枠連： 31，128，600円
馬連： 125，472，000円 馬単： 72，392，400円 ワイド： 48，053，300円
3連複： 166，171，600円 3連単： 300，018，800円 計： 846，393，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 280円 � 450円 枠 連（5－8） 1，570円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，410円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 53，090円

票 数

単勝票数 計 385270 的中 � 50068（3番人気）
複勝票数 計 646299 的中 � 90380（2番人気）� 61513（4番人気）� 33623（6番人気）
枠連票数 計 311286 的中 （5－8） 14718（7番人気）
馬連票数 計1254720 的中 �� 37406（9番人気）
馬単票数 計 723924 的中 �� 11831（15番人気）
ワイド票数 計 480533 的中 �� 14805（8番人気）�� 8343（14番人気）�� 5596（23番人気）
3連複票数 計1661716 的中 ��� 9370（41番人気）
3連単票数 計3000188 的中 ��� 4171（154番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．8―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．9
3 1（2，5）14（6，7）16（4，9，13）10，11－8－（12，3）－15 4 ・（1，2）（5，14）（6，7）（9，13）（4，16）（10，11）8－（12，3）＝15

勝馬の
紹 介

�シゲルソウサイ �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Marquetry デビュー 2010．10．24 京都1着

2008．4．2生 牡5鹿 母 Princes Melissa 母母 Eggs Binnedict 30戦5勝 賞金 109，680，000円
〔発走状況〕 シルバーキセキ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ホクトキングダム号・ユメノキラメキ号

１レース目



2810710月27日 晴 良 （25京都4）第9日 第11競走 ��
��1，800�カシオペアステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：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，�：3歳
53�4歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1
着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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 ミヤジタイガ 牡3鹿 53 松山 弘平曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 488＋101：46．4 7．5�
22 アグネスワルツ 牝6栗 54 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 4．4�
67 	 カワキタフウジン 牡8栗 55 秋山真一郎川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 520＋101：46．61
 35．6�
78 ダノンプログラマー �7青鹿56 四位 洋文�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 478± 0 〃 クビ 8．2�
66 セイルラージ 牡6鹿 56 浜中 俊 �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 470－ 21：46．7クビ 3．1	
811 ウインドジャズ 牡6黒鹿56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 500－ 81：47．02 61．5

810 ス ピ リ タ ス �8栗 56 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 ハナ 7．0�
33 ミキノバンジョー 牡6鹿 58 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 526± 01：47．1クビ 12．8�
55 カネトシディオス 牡6黒鹿56 中井 裕二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 458± 0 〃 クビ 9．3
79 ゲシュタルト 牡6鹿 57 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 530＋ 41：47．41� 12．8�

（10頭）
44 ト リ ッ プ 牡4芦 56 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，285，200円 複勝： 57，339，900円 枠連： 28，606，100円
馬連： 179，137，400円 馬単： 99，453，200円 ワイド： 54，021，000円
3連複： 221，767，100円 3連単： 469，458，600円 計： 1，152，068，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 230円 � 910円 枠 連（1－2） 1，660円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，980円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 15，840円 3 連 単 ��� 76，020円

票 数

単勝票数 計 422852 的中 � 44471（4番人気）
複勝票数 計 573399 的中 � 58338（4番人気）� 76504（3番人気）� 13803（9番人気）
枠連票数 計 286061 的中 （1－2） 12754（9番人気）
馬連票数 計1791374 的中 �� 79289（7番人気）
馬単票数 計 994532 的中 �� 20687（15番人気）
ワイド票数 計 540210 的中 �� 18049（10番人気）�� 4338（34番人気）�� 6265（29番人気）
3連複票数 計2217671 的中 ��� 10336（60番人気）
3連単票数 計4694586 的中 ��� 4558（288番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．6―12．0―12．2―11．7―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．1―48．1―1：00．3―1：12．0―1：23．4―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジタイガ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2012．6．10 阪神1着

2010．2．27生 牡3鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 11戦3勝 賞金 66，921，000円
〔出走取消〕 トリップ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。

2810810月27日 晴 良 （25京都4）第9日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：19．3
1：19．0

良
良

810 ウイングザムーン 牝4鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 492＋ 61：21．1 2．6�
811 ラインアンジュ 牝5鹿 55 四位 洋文大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 496± 01：21．41� 8．3�
66 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 浜中 俊�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 458＋ 21：21．61	 5．1�
55 タガノザイオン 牡6鹿 57 和田 竜二八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 4 〃 ハナ 16．0�
33 ブルーハーツクライ 牡4栗 57 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 502＋ 8 〃 アタマ 4．7	
78 カシノランナウェイ 
3栗 55 幸 英明柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 490± 01：21．7� 15．6

79 パープルタイヨー 牡7鹿 57 国分 恭介中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 448－ 2 〃 クビ 73．9�
67 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 484－ 21：21．8� 131．5�
11 メイショウゲンブ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 474－ 41：22．01	 6．3
22 タイキガラハッド 牡5栗 57 松山 弘平�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500－ 61：22．21� 36．2�
44 アグネスマチュア 牡4鹿 57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484＋ 21：22．3クビ 128．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，942，100円 複勝： 65，432，100円 枠連： 29，776，800円
馬連： 127，931，500円 馬単： 77，555，100円 ワイド： 49，006，700円
3連複： 160，333，700円 3連単： 357，841，300円 計： 917，819，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 170円 枠 連（8－8） 780円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 330円 �� 310円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 499421 的中 � 153061（1番人気）
複勝票数 計 654321 的中 � 163057（1番人気）� 85868（4番人気）� 99530（2番人気）
枠連票数 計 297768 的中 （8－8） 28508（4番人気）
馬連票数 計1279315 的中 �� 119043（3番人気）
馬単票数 計 775551 的中 �� 51093（1番人気）
ワイド票数 計 490067 的中 �� 38791（3番人気）�� 41098（2番人気）�� 18411（7番人気）
3連複票数 計1603337 的中 ��� 87595（2番人気）
3連単票数 計3578413 的中 ��� 52470（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．7―46．3―58．0―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングザムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．11．6 京都8着

2009．4．4生 牝4鹿 母 ウイングドキャット 母母 Winglet 12戦4勝 賞金 38，126，000円

４レース目



（25京都4）第9日 10月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 155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

232，130，000円
9，340，000円
1，220，000円
21，040，000円
57，812，000円
4，678，800円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
332，887，200円
556，040，600円
206，516，100円
852，665，800円
552，185，300円
356，245，800円
1，134，118，900円
2，209，011，000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 6，199，670，700円

総入場人員 28，951名 （有料入場人員 26，297名）



平成25年度 第4回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，403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

2，449，580，000円
8，320，000円
85，100，000円
67，800，000円
223，390，000円
524，691，750円
41，370，200円
13，468，800円

勝馬投票券売得金
4，289，859，400円
7，241，417，600円
2，812，692，300円
11，538，160，500円
7，404，447，000円
4，697，325，100円
16，270，037，600円
33，250，090，400円
1，876，537，600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 89，380，567，500円

総入場延人員 221，683名 （有料入場延人員 201，035名）
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