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3101311月3日 曇 良 （25京都5）第2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

68 ベラフォレスタ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 466－ 41：21．6 10．9�
57 ブランネージュ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 460± 0 〃 クビ 5．1�
22 オールオブナイト 牝2黒鹿54 M．デムーロ市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 408－ 21：21．7� 5．0�

（仏）

812 ブロンクスステップ 牝2鹿 54 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 15．6�

710 ヒデノヒロイン 牝2芦 54 太宰 啓介大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 424－ 81：21．8� 79．4	

33 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 446－ 21：21．9� 2．3

45 ディアメドゥーサ 牝2栗 54 国分 優作髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 446＋ 21：22．0� 21．6�
69 シゲルリクチュウ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 448＋ 21：22．21� 8．7�
44 ピッツネイル 牝2芦 54 和田 竜二 �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 506＋ 41：22．73 21．3
11 メイザフォース 牝2鹿 54 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新ひだか 土田農場 456± 01：22．8� 237．3�
711 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 430－ 61：23．01� 198．0�
56 アップルシェア 牝2鹿 54 大野 拓弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 458＋201：24．38 29．0�
813 イエスオッケー 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 458－ 41：26．3大差 185．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，242，500円 複勝： 41，655，400円 枠連： 9，450，500円
馬連： 39，755，900円 馬単： 28，945，800円 ワイド： 21，680，300円
3連複： 58，957，400円 3連単： 98，492，000円 計： 318，179，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 330円 � 170円 � 180円 枠 連（5－6） 910円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 830円 �� 930円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 32，570円

票 数

単勝票数 計 192425 的中 � 13980（5番人気）
複勝票数 計 416554 的中 � 27705（5番人気）� 71460（2番人気）� 66418（3番人気）
枠連票数 計 94505 的中 （5－6） 7669（4番人気）
馬連票数 計 397559 的中 �� 11592（9番人気）
馬単票数 計 289458 的中 �� 3655（22番人気）
ワイド票数 計 216803 的中 �� 6290（9番人気）�� 5575（11番人気）�� 11660（4番人気）
3連複票数 計 589574 的中 ��� 9747（14番人気）
3連単票数 計 984920 的中 ��� 2232（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．3―46．9―58．3―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベラフォレスタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Woodman デビュー 2013．6．22 阪神5着

2011．3．23生 牝2黒鹿 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy 5戦1勝 賞金 6，450，000円
〔その他〕 イエスオッケー号は，競走中に疾病〔右第1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
※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。

3101411月3日 曇 良 （25京都5）第2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

611 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 480－ 81：26．4 1．3�
59 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 446＋ 61：26．82� 52．2�
815 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 428－ 21：27．22� 5．7�
22 シゲルヒタチ 牡2栗 55 藤田 伸二森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 468＋ 41：28．15 41．1�
610 サカイヤデモズ 牡2栗 55 M．バルザローナ 北側 雅司氏 森 秀行 日高 碧雲牧場 468－ 6 〃 クビ 17．4�

（英）

814 パープルパルピナ 牡2鹿 55
52 ▲岩崎 翼中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 476± 0 〃 ハナ 86．3	

23 エイユーバーチョ 牝2黒鹿54 大野 拓弥笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 426－ 21：28．2クビ 126．5

47 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 436＋ 41：28．83� 353．8�
35 タイセイジャスミン 牝2黒鹿54 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 田湯牧場 452＋ 6 〃 クビ 11．7�
11 シゲルエッチュウ 牡2鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 450＋ 2 〃 アタマ 139．9
58 イ ダ ス 牡2栗 55

52 ▲森 一馬杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 488－ 21：29．01 104．6�
713 テイエムシナモン 牝2鹿 54 田村 太雅竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 450＋ 21：29．53 499．3�
34 カシノチャンプ 牝2鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 444－ 81：29．6� 70．9�
712 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 526－ 41：29．92 340．8�
46 クラウンフラップ 牡2栗 55 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 浦河 向別牧場 462＋ 21：30．32� 45．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，570，000円 複勝： 83，815，900円 枠連： 11，898，500円
馬連： 36，830，600円 馬単： 37，745，200円 ワイド： 20，097，600円
3連複： 55，083，500円 3連単： 121，670，700円 計： 390，712，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 460円 � 130円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 450円 �� 150円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 235700 的中 � 153267（1番人気）
複勝票数 計 838159 的中 � 639181（1番人気）� 10995（6番人気）� 74782（2番人気）
枠連票数 計 118985 的中 （5－6） 8101（4番人気）
馬連票数 計 368306 的中 �� 16475（4番人気）
馬単票数 計 377452 的中 �� 14887（5番人気）
ワイド票数 計 200976 的中 �� 9223（5番人気）�� 48822（1番人気）�� 3000（15番人気）
3連複票数 計 550835 的中 ��� 27319（3番人気）
3連単票数 計1216707 的中 ��� 11588（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．8―12．8―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．3―48．1―1：00．9―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．3
3 15，10－6，11，3，9（5，14）－（4，7）8（2，13）（1，12） 4 15，10，11，6（3，9）（5，14）4，7，2（8，12，13）1

勝馬の
紹 介

ゼンノロンゴ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．10 小倉5着

2011．1．20生 牡2鹿 母 ウインミュートス 母母 インクワイアリー 5戦1勝 賞金 11，000，000円
〔発走状況〕 ナムラジョーズ号は，枠入り不良。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第２日



3101511月3日 曇 良 （25京都5）第2日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時05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
1：32．3
1：32．3

良
良

12 アルトゥーナ 牝2黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 426 ―1：36．5 16．0�
715 タマモチョコパフェ 牝2鹿 54 国分 優作タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 434 ―1：36．71� 69．4�
714 アドマイヤウイング 牝2鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 アタマ 11．7�
35 レッドオーラム 牝2鹿 54 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 29．9�
36 ナリタメロディ 牝2青鹿54 松田 大作�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 422 ―1：36．8� 24．8	
48 アルカンジュ 牝2芦 54 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 422 ― 〃 アタマ 170．3

47 ダ ニ カ 牝2黒鹿54 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―1：36．9クビ 16．4�
（英）

510 ヤマニンエルフィン 牝2鹿 54 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 458 ― 〃 クビ 20．0�
816 リリコイパイ 牝2鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 444 ―1：37．0� 7．7
24 タガノマイフレンド 牝2黒鹿54 川島 信二八木 良司氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：37．21� 220．3�
818 ロ ザ リ ン ド 牝2黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480 ―1：37．3� 1．4�
59 プレイフォーマザー 牝2鹿 54 内田 博幸嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 436 ―1：37．51� 81．3�
611 パーティードレス 牝2栗 54 M．デムーロ原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462 ―1：37．6� 43．8�

（仏）

612 ウィステリアカフナ 牝2黒鹿54 武 幸四郎大迫 基弘氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 458 ―1：38．13 219．2�
713 ジューンヴィエナ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉川 潤氏 小原伊佐美 新ひだか 西村 和夫 438 ―1：38．52� 182．6�
11 ザナイトビフォー 牝2芦 54 秋山真一郎�グランド牧場 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 434 ―1：38．81� 217．7�
817 ハナズフィフティ 牝2黒鹿 54

51 ▲森 一馬M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 山野牧場 438 ― 〃 クビ 365．2�
23 スズカシャーマン 牝2芦 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 462 ― 〃 ハナ 97．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，621，900円 複勝： 61，271，700円 枠連： 13，667，900円
馬連： 41，510，400円 馬単： 37，172，500円 ワイド： 23，079，700円
3連複： 55，957，300円 3連単： 106，534，700円 計： 371，816，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 630円 � 1，910円 � 500円 枠 連（1－7） 4，330円

馬 連 �� 20，930円 馬 単 �� 55，990円

ワ イ ド �� 6，490円 �� 1，620円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 62，480円 3 連 単 ��� 695，780円

票 数

単勝票数 計 326219 的中 � 16103（4番人気）
複勝票数 計 612717 的中 � 26018（5番人気）� 7868（10番人気）� 34174（3番人気）
枠連票数 計 136679 的中 （1－7） 2332（15番人気）
馬連票数 計 415104 的中 �� 1464（45番人気）
馬単票数 計 371725 的中 �� 490（86番人気）
ワイド票数 計 230797 的中 �� 863（48番人気）�� 3599（14番人気）�� 1261（40番人気）
3連複票数 計 559573 的中 ��� 661（131番人気）
3連単票数 計1065347 的中 ��� 113（986番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．1―12．9―12．7―12．2―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．8―48．7―1：01．4―1：13．6―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルトゥーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 A.P. Indy 初出走

2011．2．18生 牝2黒鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アルトゥーナ号の騎手池添謙一は，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70，000円。（被害馬：14番）
※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 アイファーメリー号・ジョーリブラン号
※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。

3101611月3日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25京都5）第2日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35分 （芝・ダート）

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

34 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 498＋ 23：17．7 7．6�
33 ヤマニンアーマー 牡5鹿 60 白浜 雄造土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 472＋ 6 〃 アタマ 3．2�
813 コウエイレディー 牝3鹿 56 中村 将之西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 458± 03：18．02 17．3�
45 ウォンテッド 牡3黒鹿58 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 480－223：18．1� 32．0�
69 トキノフウジン 牡6黒鹿60 西谷 誠田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 456＋ 23：18．52� 3．2�
712 テイエムドンマイ 牡5黒鹿60 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 512＋ 2 〃 クビ 4．0�
57 ハジメレンジャー 牡7鹿 60

57 ▲森 一馬池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 496＋203：19．13� 54．8	
11 ナシュワンヒーロー 牡6栗 60 林 満明間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 462＋ 43：19．31� 15．5

22 キ ー メ ー ル 牡4鹿 60 江田 勇亮北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 高瀬 敦 500－123：20．15 88．5�
610 キープトライン 牡3鹿 58 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B488－ 43：20．41� 178．4�
46 テイエムダイエース 牡3鹿 58 草野 太郎竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 松本牧場 480＋ 4 〃 クビ 40．8
58 � アマクサハイヤ 牡4青鹿60 難波 剛健奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 512＋ 83：20．71� 210．9�
814 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 516－ 43：22．7大差 40．6�
711 カリスマアキラ 牡4栗 60 金子 光希 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 484＋123：28．5大差 128．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，589，800円 複勝： 23，028，600円 枠連： 13，123，100円
馬連： 31，265，800円 馬単： 24，040，300円 ワイド： 16，016，600円
3連複： 50，670，400円 3連単： 88，979，000円 計： 263，713，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 150円 � 300円 枠 連（3－3） 910円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，080円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 15，250円

票 数

単勝票数 計 165898 的中 � 17407（4番人気）
複勝票数 計 230286 的中 � 28716（4番人気）� 50871（1番人気）� 16757（5番人気）
枠連票数 計 131231 的中 （3－3） 10646（5番人気）
馬連票数 計 312658 的中 �� 27926（4番人気）
馬単票数 計 240403 的中 �� 7950（8番人気）
ワイド票数 計 160166 的中 �� 13679（3番人気）�� 3361（12番人気）�� 6041（7番人気）
3連複票数 計 506704 的中 ��� 14037（6番人気）
3連単票数 計 889790 的中 ��� 4307（39番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 51．3－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアンラチェット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Theatrical デビュー 2009．12．13 阪神4着

2007．4．24生 牡6黒鹿 母 ピールオブサンダー 母母 Line of Thunder 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000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。
（非当選馬） 1頭 カイトケイラー号



3101711月3日 曇 良 （25京都5）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・右・外）
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
1：46．7
1：46．0

良
良

815 アルティメイタム 牡2鹿 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492 ―1：50．5 9．0�

（英）

12 ジョウノムサシ 牡2鹿 55 M．デムーロ小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 478 ― 〃 クビ 5．3�
（仏）

714 アドマイヤデウス 牡2栗 55 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470 ―1：50．71� 17．9�
713 デ ビ ル 牡2黒鹿55 福永 祐一寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510 ―1：50．91� 7．5�
510 アクトナチュラリー 牝2鹿 54 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 462 ― 〃 クビ 4．4�
816 ジェットブラック 牡2青 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484 ―1：51．11� 4．4	
47 マルシゲダイハード 牡2鹿 55 幸 英明坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 492 ―1：51．31� 146．7

612 ベストガーディアン 牝2鹿 54 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 544 ― 〃 ハナ 15．5�
611 ワイルドバローズ 牡2黒鹿55 松山 弘平猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 450 ― 〃 アタマ 72．0�
23 ルヴァンカー 牡2鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：51．4クビ 10．2
24 サ ル タ ー レ 牝2栗 54 浜中 俊山口 敦広氏 田中 章博 日高 門別牧場 428 ―1：51．61� 34．1�
48 ウォーターブギウギ 牡2栗 55 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 474 ―1：51．7� 62．8�
36 ポメグラネイト 牡2栗 55 岩田 康誠畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 534 ―1：52．55 16．8�
35 テイエムイチリュウ 牡2栗 55 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 山際牧場 480 ― 〃 クビ 68．3�
11 アスターノワール 牡2黒鹿55 川須 栄彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 川越ファーム 522 ―1：52．82 125．9�
59 ティーエスキング 牡2芦 55 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500 ―1：55．9大差 153．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，843，900円 複勝： 31，181，500円 枠連： 15，547，400円
馬連： 42，808，600円 馬単： 27，452，600円 ワイド： 20，826，500円
3連複： 58，002，000円 3連単： 85，183，100円 計： 300，845，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 290円 � 220円 � 490円 枠 連（1－8） 830円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，030円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 13，780円 3 連 単 ��� 65，970円

票 数

単勝票数 計 198439 的中 � 17403（5番人気）
複勝票数 計 311815 的中 � 28647（5番人気）� 42180（3番人気）� 14812（9番人気）
枠連票数 計 155474 的中 （1－8） 13966（3番人気）
馬連票数 計 428086 的中 �� 13629（9番人気）
馬単票数 計 274526 的中 �� 3823（21番人気）
ワイド票数 計 208265 的中 �� 6122（9番人気）�� 2482（30番人気）�� 3153（24番人気）
3連複票数 計 580020 的中 ��� 3107（53番人気）
3連単票数 計 851831 的中 ��� 953（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―36．8―50．1―1：03．5―1：16．1―1：27．7―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 ・（15，8）－（2，13）（7，10，16）（3，4，14）（1，5，12）－6，11，9 4 ・（15，8）－（2，13）（7，16）（10，14）（3，4）12（1，5）11，6－9

勝馬の
紹 介

アルティメイタム �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Gone West 初出走

2011．2．14生 牡2鹿 母 キュームレイト 母母 Honoria 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月3日まで平地

競走に出走できない。
※サルターレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3101811月3日 曇 良 （25京都5）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・右）
500万円以下；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

813� ニシケンモノノフ 牡2栗 55 福永 祐一西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 494＋ 21：12．1 3．4�
58 メイショウカフウ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 466－ 81：12．84 33．1�
33 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 450＋ 4 〃 クビ 4．9�
69 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 430－ 21：12．9� 18．5�
45 プ ロ ス パ ー 牡2黒鹿55 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470－ 81：13．11	 9．9�
11 ル イ カ ズ マ 牡2鹿 55 幸 英明小林 一雅氏 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 482＋ 6 〃 アタマ 2．9�
57 タマモエスカルゴ 牝2青鹿 54

51 ▲岩崎 翼タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 450－ 61：13．2� 39．7

22 エンドレスシャイン 牡2鹿 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 428－ 21：13．51
 163．1�
712 トラストフェアリー 牝2栗 54 大野 拓弥菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 420－ 61：13．71	 28．1�
46 ニホンピロアンバー 牝2青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 440± 0 〃 ハナ 31．3
34 ミヤジカールソン 牡2鹿 55 浜中 俊曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 494－ 6 〃 アタマ 11．8�
711 クリノプリムラ 牝2栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 424－ 61：14．23 171．0�
610 フェブノヘア 牝2栗 54 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 434－ 61：14．3
 27．9�

（13頭）
814 アピロボーイ 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，554，000円 複勝： 45，765，200円 枠連： 16，315，200円
馬連： 58，353，500円 馬単： 37，523，400円 ワイド： 29，813，900円
3連複： 77，962，900円 3連単： 120，873，700円 計： 416，161，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 520円 � 200円 枠 連（5－8） 4，340円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 600円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 14，230円 3 連 単 ��� 62，260円

票 数

単勝票数 計 295540 的中 � 70159（2番人気）
複勝票数 計 457652 的中 � 78002（2番人気）� 18127（7番人気）� 66526（3番人気）
枠連票数 計 163152 的中 （5－8） 2777（17番人気）
馬連票数 計 583535 的中 �� 9544（20番人気）
馬単票数 計 375234 的中 �� 4282（26番人気）
ワイド票数 計 298139 的中 �� 4232（21番人気）�� 13067（5番人気）�� 2125（39番人気）
3連複票数 計 779629 的中 ��� 4046（51番人気）
3連単票数 計1208737 的中 ��� 1433（201番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―12．3―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．7―47．0―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 ・（6，7）13，3（4，5）（2，11，10）9（1，12）8 4 6（7，13）（3，5）（2，10）（4，11，12）1（9，8）

勝馬の
紹 介

�ニシケンモノノフ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト （1戦0勝 賞金 0円）

2011．3．11生 牡2栗 母 グリーンヒルコマチ 母母 ツネノコトブキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
地方デビュー 2013．7．4 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔出走取消〕 アピロボーイ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。



3101911月3日 曇 良 （25京都5）第2日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：56．8
1：56．1

良
良

22 フロアクラフト 牝3黒鹿53 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500＋102：00．3 9．2�
45 ヤマニンプードレ 牝3芦 53 M．デムーロ土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 474＋ 2 〃 クビ 21．2�

（仏）

11 アドマイヤディープ 牡3鹿 55 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 22：00．4クビ 7．4�
812 エーシンハクリュー 牡3芦 55 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 510－10 〃 クビ 6．1�
57 ハッピーモーメント 牡3鹿 55 M．バルザローナ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472－ 22：00．5� 2．3	

（英）

69 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± 02：00．81� 9．2

68 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 432－ 22：00．9� 9．3�
44 サンライズタイセイ 牡3鹿 55 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 462± 0 〃 クビ 23．0�
33 ウエスタンディオ 牡6鹿 57 浜中 俊西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 490＋122：01．1� 59．8
710 プラチナテーラー 牝3鹿 53 藤岡 康太中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 8 〃 クビ 46．0�
56 ミッキータイガー 牡3鹿 55 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488± 02：01．2� 14．7�
711� 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 456＋ 22：01．3クビ 400．3�
813 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 472－ 22：01．62 397．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，320，800円 複勝： 52，947，900円 枠連： 16，066，600円
馬連： 59，077，900円 馬単： 38，688，400円 ワイド： 30，555，900円
3連複： 85，095，600円 3連単： 142，310，400円 計： 455，063，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 320円 � 500円 � 280円 枠 連（2－4） 5，490円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 14，730円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 1，130円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 17，140円 3 連 単 ��� 109，630円

票 数

単勝票数 計 303208 的中 � 26060（4番人気）
複勝票数 計 529479 的中 � 45063（5番人気）� 25476（8番人気）� 55016（3番人気）
枠連票数 計 160666 的中 （2－4） 2160（19番人気）
馬連票数 計 590779 的中 �� 5330（31番人気）
馬単票数 計 386884 的中 �� 1939（51番人気）
ワイド票数 計 305559 的中 �� 3226（28番人気）�� 6842（16番人気）�� 3425（26番人気）
3連複票数 計 850956 的中 ��� 3666（61番人気）
3連単票数 計1423104 的中 ��� 958（354番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―13．0―12．4―12．4―12．4―12．3―11．6―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―23．6―36．6―49．0―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：37．7―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フロアクラフト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Halling デビュー 2012．11．4 京都2着

2010．5．5生 牝3黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 11戦2勝 賞金 38，308，000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。

3102011月3日 曇 良 （25京都5）第2日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�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

510� ヴィクタシア 牝4黒鹿55 岩田 康誠前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-
take Iida B496－ 21：11．0 41．2�

35 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 522＋ 21：11．1	 7．3�
713 スランジバール 牡4鹿 57 M．デムーロ�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 474－ 21：11．31 4．1�

（仏）

815� ライオンズバイツ 牡3鹿 56 四位 洋文中村 浩章氏 増本 豊 米 Green
Gates Farm 464＋ 4 〃 クビ 13．2�

23 � エイシンテキサス 牡3青 56 和田 竜二平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon
Farm, LLC B482± 01：11．51
 13．2	

48 � ヒラボクダッシュ 牡4栗 57 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 452＋ 41：11．6	 12．5

612 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 B478＋ 81：11．91	 5．8�
714 テイエムキュウベエ 牡4栗 57 国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 506＋ 2 〃 ハナ 290．7�
611 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57 国分 優作�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 81：12．22 210．4
11 � 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 478＋ 41：12．41
 26．7�
24 マッキンリー 牡5鹿 57 藤岡 康太林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 520－ 81：12．61
 65．0�
816 サマーハピネス 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 490－ 6 〃 クビ 127．4�
59 サイズミックレディ 牝5鹿 55 酒井 学細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B504－ 41：12．81
 66．6�
36 � アスターストーム 牡3鹿 56 幸 英明加藤 久枝氏 武田 博 米

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

482＋ 41：12．9� 20．0�
47 � ロケットダッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 484＋ 41：13．22 18．4�
12 � 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 494－ 21：13．73 3．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，025，000円 複勝： 53，535，200円 枠連： 19，408，100円
馬連： 69，547，900円 馬単： 39，987，400円 ワイド： 33，557，900円
3連複： 95，927，600円 3連単： 145，522，100円 計： 487，511，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，120円 複 勝 � 770円 � 240円 � 200円 枠 連（3－5） 4，530円

馬 連 �� 12，440円 馬 単 �� 30，180円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 2，930円 �� 690円

3 連 複 ��� 18，600円 3 連 単 ��� 219，630円

票 数

単勝票数 計 300250 的中 � 5752（11番人気）
複勝票数 計 535352 的中 � 14584（11番人気）� 62462（4番人気）� 85147（2番人気）
枠連票数 計 194081 的中 （3－5） 3162（21番人気）
馬連票数 計 695479 的中 �� 4128（42番人気）
馬単票数 計 399874 的中 �� 978（96番人気）
ワイド票数 計 335579 的中 �� 2986（38番人気）�� 2740（39番人気）�� 12720（6番人気）
3連複票数 計 959276 的中 ��� 3808（68番人気）
3連単票数 計1455221 的中 ��� 489（689番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―45．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴィクタシア �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．2．11 京都6着

2009．4．15生 牝4黒鹿 母 Toroca 母母 Grand Falls 13戦2勝 賞金 19，170，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



3102111月3日 曇 良 （25京都5）第2日 第9競走 ��
��1，800�

さ が の

嵯 峨 野 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．11．3以降25．10．27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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

36 コ ル ー ジ ャ �5鹿 56 国分 優作野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B490± 01：51．6 8．4�
713 マイネルクロップ 牡3芦 54 M．デムーロ �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± 0 〃 クビ 3．2�

（仏）

611 シ ョ ー グ ン 牡3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 624＋10 〃 ハナ 7．3�

48 クローバーリーフ 牝5鹿 53 菱田 裕二吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 アタマ 32．4�
12 ノボリドリーム 牡4鹿 56 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450± 0 〃 アタマ 4．7�
59 ロゼッタストーン 牡4鹿 54 川須 栄彦太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 474± 01：51．7� 31．1	
24 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿53 太宰 啓介松本 好
氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 61：51．8� 24．1�
815 スズカウラノス 牡4鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 458＋ 8 〃 ハナ 32．9�
11 タガノギャラクシー 牡3鹿 53 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534＋ 41：52．43� 25．9
612 サンライズバロン 牡3鹿 54 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 504＋ 6 〃 ハナ 12．7�
816 マッシヴプリンス 牡3黒鹿53 藤田 伸二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 大典牧場 492＋ 21：52．5クビ 20．0�
714 ハイランドジャガー 牡4芦 57 和田 竜二小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 514＋ 21：52．81	 20．5�
23 エーシンバリントン 牡5鹿 57 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：53．01� 10．5�
510
 テーオーフェアリー 牝4栗 52 北村 友一小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 486＋161：53．31	 56．3�
47 テ ツ キ セ キ 牡7黒鹿53 畑端 省吾木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444＋ 21：53．4クビ 333．7�
35 ハッピーストーリー 牡4黒鹿54 岩田 康誠小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 524＋ 11：54．14 73．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，945，000円 複勝： 56，013，600円 枠連： 26，685，600円
馬連： 92，390，700円 馬単： 51，179，200円 ワイド： 43，679，100円
3連複： 133，265，500円 3連単： 207，243，500円 計： 643，402，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 220円 � 160円 � 230円 枠 連（3－7） 1，270円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 560円 �� 810円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 20，720円

票 数

単勝票数 計 329450 的中 � 31111（4番人気）
複勝票数 計 560136 的中 � 63933（3番人気）� 108373（1番人気）� 59098（4番人気）
枠連票数 計 266856 的中 （3－7） 15610（4番人気）
馬連票数 計 923907 的中 �� 44699（3番人気）
馬単票数 計 511792 的中 �� 9742（9番人気）
ワイド票数 計 436791 的中 �� 19439（3番人気）�� 12873（6番人気）�� 20349（2番人気）
3連複票数 計1332655 的中 ��� 32903（4番人気）
3連単票数 計2072435 的中 ��� 7382（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―36．0―48．8―1：01．8―1：14．6―1：26．9―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．0
1
3
12（2，8）14，10（5，13）16（1，3）－7－（4，15）9，6，11
12，8（2，14）13（5，10，16，6）3（1，15）4（7，9）11

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

勝馬の
紹 介

コ ル ー ジ ャ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2010．12．26 阪神7着

2008．5．25生 �5鹿 母 ロッチラヴウインク 母母 ロ ツ チ ア イ 23戦4勝 賞金 68，154，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タマモベルモット号・ピンウィール号
（非抽選馬） 3頭 ハナノシンノスケ号・メイショウスザンナ号・ライブリシーラ号
※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。

3102211月3日 雨 良 （25京都5）第2日 第10競走 ��
��1，400�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

55 ティアップゴールド 牡7鹿 57 太宰 啓介田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 478＋ 21：20．8 37．5�
22 エールブリーズ 牡3青鹿56 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 21：20．9� 5．2�
79 シルクドリーマー 牡4鹿 57 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 480＋ 41：21．11	 12．5�
710 マイネボヌール 牝4青鹿55 M．デムーロ �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 464＋121：21．2� 11．1�

（仏）

44 オースミナイン 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 472＋ 2 〃 ハナ 1．8	
68 ウエストエンド 牡5鹿 57 和田 竜二 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 476＋ 8 〃 クビ 15．3

811 ニシノビークイック 牡4栗 57 岩田 康誠西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：21．3� 10．3�
11 アルティシムス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 21：21．51	 33．6�
33 
 ロードロックスター 牡7鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 518＋ 8 〃 クビ 75．2
67 ノーブルディード 牡5黒鹿57 酒井 学 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 504± 01：21．6� 20．6�
812� オーシャンカレント 牡7鹿 57 M．バルザローナ 吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム B502＋10 〃 クビ 53．6�

（英）

56 アルマリンピア 牝5鹿 55 浜中 俊飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：21．81 54．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，327，800円 複勝： 75，605，300円 枠連： 26，039，500円
馬連： 120，635，600円 馬単： 77，341，200円 ワイド： 49，908，500円
3連複： 151，064，800円 3連単： 332，610，300円 計： 880，533，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 610円 � 190円 � 380円 枠 連（2－5） 5，440円

馬 連 �� 8，980円 馬 単 �� 26，550円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 4，390円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 30，100円 3 連 単 ��� 279，900円

票 数

単勝票数 計 473278 的中 � 9964（9番人気）
複勝票数 計 756053 的中 � 27820（9番人気）� 127921（2番人気）� 49878（6番人気）
枠連票数 計 260395 的中 （2－5） 3533（15番人気）
馬連票数 計1206356 的中 �� 9915（28番人気）
馬単票数 計 773412 的中 �� 2150（59番人気）
ワイド票数 計 499085 的中 �� 5265（27番人気）�� 2732（42番人気）�� 12582（10番人気）
3連複票数 計1510648 的中 ��� 3704（82番人気）
3連単票数 計3326103 的中 ��� 877（545番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．1―11．5―11．0―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．9―47．4―58．4―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．4
3 5，3，6（2，7）8，4，10（1，11，12）9 4 5，3（2，6）7（4，8）（1，10）（11，12）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップゴールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2008．10．19 京都3着

2006．3．7生 牡7鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley 32戦4勝 賞金 104，024，000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。

２レース目

追 加 記 事（第 5回京都競馬第 1日第 11 競走）
〔その他〕　　メモリアルイヤー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　メモリアルイヤー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25

年 12月 2日まで出走できない。



3102311月3日 雨 良 （25京都5）第2日 第11競走 ��
��1，800�第4回みやこステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，24．11．3以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，24．11．2以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 623，000円 178，000円 89，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

23 ブライトライン 牡4青 56 福永 祐一�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 522＋ 41：49．2 4．2�
611 インカンテーション 牡3鹿 55 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486＋ 8 〃 ハナ 16．6�
36 ローマンレジェンド 牡5黒鹿59 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 514＋131：49．41� 3．5�
59 ナイスミーチュー 牡6鹿 56 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：49．61	 5．5�
713 グランドシチー 牡6鹿 57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 498＋ 81：49．7クビ 11．0	
816 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 56 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504± 01：50．33	 18．8

24 キ ラ ウ エ ア 牡6黒鹿56 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 190．4�
12 タイムズアロー 牡5栗 56 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋141：50．51 56．6�
612 マルカプレジオ 牡5栃栗56 内田 博幸河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋ 21：50．6
 118．0
714 グレープブランデー 牡5黒鹿59 M．デムーロ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B534＋111：50．81� 7．5�

（仏）

510� オーブルチェフ 牡4栗 56 浜中 俊前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock
Holdings LLC 508－101：50．9クビ 183．7�

35 ケイアイレオーネ 牡3芦 55 幸 英明亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B574＋10 〃 クビ 8．1�
48 ヒラボクキング 牡6鹿 56 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 534＋ 81：51．85 81．3�
47 サトノパンサー 牡5鹿 56 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500－ 21：53．410 154．3�
11 レッドクラウディア 牝4栗 54 M．バルザローナ �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488－10 〃 アタマ 61．3�

（英）

815 アイファーソング 牡5青鹿56 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 492－221：54．35 58．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 141，825，300円 複勝： 205，410，900円 枠連： 106，400，300円 馬連： 494，404，700円 馬単： 249，725，300円
ワイド： 172，614，200円 3連複： 703，458，500円 3連単： 1，340，270，100円 5重勝： 730，699，600円 計： 4，144，808，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 390円 � 150円 枠 連（2－6） 3，180円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 360円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 28，290円

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

キャリーオーバー なし����� 15，860，480円

票 数

単勝票数 計1418253 的中 � 271518（2番人気）
複勝票数 計2054109 的中 � 344304（2番人気）� 104174（7番人気）� 430928（1番人気）
枠連票数 計1064003 的中 （2－6） 24726（11番人気）
馬連票数 計4944047 的中 �� 114062（14番人気）
馬単票数 計2497253 的中 �� 36901（23番人気）
ワイド票数 計1726142 的中 �� 35581（15番人気）�� 133312（1番人気）�� 30513（20番人気）
3連複票数 計7034585 的中 ��� 103851（18番人気）
3連単票数 計13402701 的中 ��� 34968（101番人気）
5重勝票数 計7306996 的中 ����� 34

ハロンタイム 12．1―11．1―12．1―12．0―12．4―12．7―12．2―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．3―47．3―59．7―1：12．4―1：24．6―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトライン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 King of Kings デビュー 2011．9．4 小倉4着

2009．5．6生 牡4青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid 20戦6勝 賞金 163，808，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 インペリアルマーチ号・カオスモス号・グリッターウイング号・サクラシャイニー号・サトノタイガー号・

ザラストロ号・サンレイレーザー号・セイカプリコーン号・タマモクリエイト号・ナムラビクター号・フリソ号・
ヘニーハウンド号・モンテエン号

※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。

3102411月3日 雨 良 （25京都5）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000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
1：06．9
1：06．5

良
良

47 レディオブオペラ 牝3黒鹿54 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 488－ 21：07．3 1．7�

58 ルナフォンターナ 牝4栗 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 21：07．72� 5．6�

（英）

815 カシノランナウェイ 	3栗 56 松山 弘平柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 490± 01：07．91
 32．3�
611 エランドール 牝5鹿 55 高倉 稜�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 450－ 21：08．11
 43．0�
610 ビットスターダム 牡5芦 57 幸 英明馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466－ 41：08．2� 193．3�
59 ラヴァーズポイント 牝3青鹿54 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 498－ 4 〃 クビ 18．4	
34 � シゲルアセロラ 牡4黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

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

474＋ 61：08．3クビ 6．9

46 ヤ マ ノ レ オ 	3栗 56 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 480＋ 8 〃 同着 22．9�
35 スピークソフトリー 牝4鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 8 〃 クビ 14．9�
23 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 482＋ 21：08．51
 117．3
22 アーベントロート 牝4黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 452＋ 21：08．71
 44．0�
11 カゼニタツライオン 牡3栗 56 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 512± 0 〃 クビ 112．2�
712 サンライズネガノ 牡3芦 56 大野 拓弥松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B480－ 81：08．91
 49．8�
814 ラインミーティア 牡3鹿 56 松田 大作大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 456＋121：09．22 109．2�
713 ワキノキセキ 牡3黒鹿56 福永 祐一脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 460－ 41：09．73 33．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 62，620，200円 複勝： 88，934，000円 枠連： 39，107，300円
馬連： 161，435，200円 馬単： 104，815，900円 ワイド： 65，547，200円
3連複： 201，386，100円 3連単： 463，504，800円 計： 1，187，350，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 420円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 250円 �� 730円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 626202 的中 � 305721（1番人気）
複勝票数 計 889340 的中 � 331226（1番人気）� 130486（2番人気）� 33012（7番人気）
枠連票数 計 391073 的中 （4－5） 85070（1番人気）
馬連票数 計1614352 的中 �� 298235（1番人気）
馬単票数 計1048159 的中 �� 133753（1番人気）
ワイド票数 計 655472 的中 �� 79809（1番人気）�� 20601（7番人気）�� 9063（18番人気）
3連複票数 計2013861 的中 ��� 41378（8番人気）
3連単票数 計4635048 的中 ��� 43243（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―10．9―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―44．6―55．5

コーナー
通過順位

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

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 5戦3勝 賞金 25，800，000円
〔その他〕 ワキノキセキ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（25京都5）第2日 11月3日 （祝日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

246，210，000円
8，180，000円
1，780，000円
22，290，000円
66，763，500円
5，548，800円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
486，486，200円
819，165，200円
313，710，000円
1，248，016，800円
754，617，200円
527，377，400円
1，726，831，600円
3，253，194，400円
730，699，600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 9，860，098，400円

総入場人員 22，081名 （有料入場人員 19，946名）
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