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3103711月10日 雨 良 （25京都5）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・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
1：23．6
1：23．1

重
重

11 グランベラミ 牝2鹿 54 内田 博幸飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 448＋101：27．1 16．7�
46 パフュームボム 牝2鹿 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：27．2� 169．9�
711 シゲルクシロ 牝2鹿 54 武 幸四郎森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 474＋ 8 〃 アタマ 10．9�
69 パラディドル 牝2黒鹿54 和田 竜二 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 446＋ 41：27．3� 7．8�
814 エイコーンウィル 牝2黒鹿54 福永 祐一 �ローレルレーシング 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 438＋ 2 〃 ハナ 5．7�
22 ケイウンヘブンズ 牝2青鹿 54

51 ▲森 一馬鋤元 節夫氏 松永 昌博 日高 新井 昭二 396－ 41：27．4クビ 223．1	
712 タガノティターニア 牝2栗 54 武 豊八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：27．61� 7．1

57 ピンクプリンセス 牝2芦 54 岩田 康誠池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 508± 01：27．81� 2．3�
58 アルレジェンヌ 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 452＋ 61：27．9� 9．4

（仏）

34 タマモアネモネ 牝2栗 54
51 ▲岩崎 翼タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 450－ 21：28．1� 297．6�

45 ニューエトワール 牝2芦 54 秋山真一郎佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 442＋ 2 〃 クビ 150．8�
610 タガノロマリア 牝2栗 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 61：28．2クビ 21．6�
33 フィールドエデン 牝2青 54 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 アタマ 30．9�
813 シュンメガミ 牝2栗 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 谷口牧場 460－ 41：28．94 111．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，633，400円 複勝： 34，694，500円 枠連： 11，599，600円
馬連： 38，943，900円 馬単： 26，571，600円 ワイド： 19，918，000円
3連複： 56，681，800円 3連単： 88，689，200円 計： 294，732，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 570円 � 5，150円 � 560円 枠 連（1－4） 26，840円

馬 連 �� 110，120円 馬 単 �� 162，070円

ワ イ ド �� 20，050円 �� 3，450円 �� 27，980円

3 連 複 ��� 480，820円 3 連 単 ��� 4，363，510円

票 数

単勝票数 計 176334 的中 � 8329（7番人気）
複勝票数 計 346945 的中 � 16830（7番人気）� 1623（12番人気）� 17157（6番人気）
枠連票数 計 115996 的中 （1－4） 319（27番人気）
馬連票数 計 389439 的中 �� 261（67番人気）
馬単票数 計 265716 的中 �� 121（112番人気）
ワイド票数 計 199180 的中 �� 243（57番人気）�� 1440（33番人気）�� 174（73番人気）
3連複票数 計 566818 的中 ��� 87（252番人気）
3連単票数 計 886892 的中 ��� 15（1543番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．7―12．5―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―48．4―1：00．9―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランベラミ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ウォーニング デビュー 2013．10．26 新潟4着

2011．4．2生 牝2鹿 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン 2戦1勝 賞金 6，100，000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。

3103811月10日 雨 良 （25京都5）第4日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時35分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．6
1：20．3

良
良

56 � コスモグラウベ 牡2黒鹿55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron
McCauley 440－ 21：21．9 2．1�

（仏）

11 ホッコーサラスター 牝2鹿 54 池添 謙一矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 462± 01：22．22 5．1�
811 メイショウラバンド 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 440＋ 21：22．3� 20．7�
22 リングランドムーン 牡2鹿 55 幸 英明蛭川 年明氏 清水 出美 浦河 ひるかわ育

成牧場 488－ 61：22．51	 24．4�
710 リヴィアード 牡2鹿 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 21：22．6� 8．1�
（英）

79 ハクユウドルフィン 牡2青鹿55 松田 大作 	H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 434＋ 4 〃 クビ 255．5

33 コパノハリー 牡2栗 55 福永 祐一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 458± 0 〃 アタマ 10．5�
44 ア ヴ ァ ー ル 牝2栗 54 岩田 康誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 450＋ 41：22．7� 5．6�
68 メイショウヴェスタ 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 438＋ 21：23．33� 185．6
812 カシノステイタス 牡2栗 55

52 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 436＋ 4 〃 クビ 371．1�
55 プリティブルー 牝2青鹿54 和田 竜二長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 452－ 41：24．04 48．4�
67 ラガーベルリン 牡2鹿 55 武 豊奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 452＋ 2 〃 ハナ 14．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，716，100円 複勝： 40，045，400円 枠連： 8，420，900円
馬連： 39，110，000円 馬単： 26，741，300円 ワイド： 21，101，900円
3連複： 53，403，100円 3連単： 94，970，000円 計： 304，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 180円 � 360円 枠 連（1－5） 510円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 260円 �� 800円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 207161 的中 � 78179（1番人気）
複勝票数 計 400454 的中 � 114779（1番人気）� 57444（3番人気）� 20517（6番人気）
枠連票数 計 84209 的中 （1－5） 12295（1番人気）
馬連票数 計 391100 的中 �� 53542（2番人気）
馬単票数 計 267413 的中 �� 23119（1番人気）
ワイド票数 計 211019 的中 �� 23920（2番人気）�� 6035（10番人気）�� 3651（15番人気）
3連複票数 計 534031 的中 ��� 14211（8番人気）
3連単票数 計 949700 的中 ��� 8485（22番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．7―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―46．6―58．2―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 ・（4，10）（1，5）（7，6）2（3，8，11）（9，12） 4 ・（4，10）（1，5，6）（2，7，11）（3，8）（9，12）

勝馬の
紹 介

�コスモグラウベ �
�
父 Broken Vow �

�
母父 Bertrando デビュー 2013．9．28 中山6着

2011．2．13生 牡2黒鹿 母 Exquisite Beauty 母母 Lasting Beauty 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ラガーベルリン号の騎手柴田善臣は，第5回東京競馬第3日第7競走での落馬負傷のため武豊に変更。
※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。

第５回 京都競馬 第４日



3103911月10日 雨 稍重 （25京都5）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時05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

22 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± 01：12．7 8．4�

11 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 〃 クビ 2．6�
34 ゼンノステルス 牡2芦 55 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 460± 01：13．12� 12．8�
814 スマートエビデンス 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 506＋161：13．52� 2．8�
712 ヒカリセット 牡2青鹿 55

52 ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 21：13．71� 5．9�
57 バ ム 牡2鹿 55 松田 大作北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 21：14．01� 143．4

33 シゲルハリマ 牡2栗 55 M．バルザローナ 森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 494－ 4 〃 ハナ 58．2�

（英）

58 サージェントペパー 牡2鹿 55 藤岡 康太薪浦 亨氏 小原伊佐美 日高 下川 茂広 504＋ 61：14．2� 153．3�
69 シゲルビッチュウ �2青鹿55 内田 博幸森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 438± 01：14．62� 10．3
813 タマモパンテオン 牡2鹿 55 小林 徹弥タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 B470－ 2 〃 クビ 179．0�
45 カネトシエンパシー 牡2栗 55 幸 英明兼松 利男氏 日吉 正和 日高 メイプルファーム 458＋ 21：14．81� 288．4�
46 カシノキララ 牝2栗 54 国分 恭介柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 464＋ 21：15．12 360．1�
711 エ ト ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440－ 61：15．2クビ 140．7�
610 ティーエスキセキ 牡2鹿 55 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 486－ 61：15．3� 296．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，532，100円 複勝： 33，180，900円 枠連： 9，786，900円
馬連： 42，574，300円 馬単： 29，553，800円 ワイド： 21，001，100円
3連複： 58，550，500円 3連単： 99，976，300円 計： 318，155，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 200円 � 130円 � 240円 枠 連（1－2） 1，080円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 390円 �� 990円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 14，690円

票 数

単勝票数 計 235321 的中 � 22297（4番人気）
複勝票数 計 331809 的中 � 39565（4番人気）� 89384（1番人気）� 30034（5番人気）
枠連票数 計 97869 的中 （1－2） 6727（4番人気）
馬連票数 計 425743 的中 �� 29018（4番人気）
馬単票数 計 295538 的中 �� 7942（13番人気）
ワイド票数 計 210011 的中 �� 14055（3番人気）�� 4844（15番人気）�� 12324（5番人気）
3連複票数 計 585505 的中 ��� 17990（8番人気）
3連単票数 計 999763 的中 ��� 5024（57番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．1―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジギルド �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．10．27 京都4着

2011．3．19生 牡2栗 母 シルクハリウッド 母母 アップマイスリーヴ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出走取消馬 シンゼンマリリン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※タマモパンテオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3104011月10日 雨 稍重 （25京都5）第4日 第4競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

33 シャイニーガール 牝2鹿 54 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 464 ―1：10．3 12．4�
68 グッドイヴニング 牝2鹿 54 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ― 〃 クビ 4．7�
（英）

22 ハクユウカンベエ 牡2鹿 55 内田 博幸 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 474 ―1：10．61� 11．5�
811 エ ゴ イ ス ト 牝2鹿 54 岩田 康誠田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 468 ― 〃 クビ 28．8�
44 ボンセジュール 牝2栗 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 408 ―1：10．7� 12．9�
11 ディオレサンス 牝2栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452 ―1：10．91� 7．7	
710 フィールハッピー 牝2黒鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 384 ―1：11．75 86．0

56 アイファーメリー 牝2鹿 54 松田 大作中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 444 ―1：12．12	 98．3�
67 クリノグラスオー 牡2青 55 蛯名 正義栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 いとう牧場 450 ―1：12．31� 126．0�
55 サトノスパークル 牡2鹿 55 M．デムーロ里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 492 ―1：12．62 1．7

（仏）

812 ジョーリブラン 牝2鹿 54
51 ▲森 一馬上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 422 ―1：13．34 130．7�

79 メイショウシンリン 牡2黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 本巣 敦 448 ―1：16．5大差 70．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，074，500円 複勝： 30，796，600円 枠連： 8，237，000円
馬連： 35，476，000円 馬単： 29，048，100円 ワイド： 18，210，900円
3連複： 44，669，800円 3連単： 90，764，200円 計： 279，277，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 270円 � 190円 � 300円 枠 連（3－6） 2，690円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，120円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 42，640円

票 数

単勝票数 計 220745 的中 � 14097（5番人気）
複勝票数 計 307966 的中 � 28822（4番人気）� 51467（2番人気）� 25092（6番人気）
枠連票数 計 82370 的中 （3－6） 2268（10番人気）
馬連票数 計 354760 的中 �� 9869（10番人気）
馬単票数 計 290481 的中 �� 3689（19番人気）
ワイド票数 計 182109 的中 �� 5315（11番人気）�� 3960（15番人気）�� 5283（12番人気）
3連複票数 計 446698 的中 ��� 4929（23番人気）
3連単票数 計 907642 的中 ��� 1571（131番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．5―11．8―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―35．8―47．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーガール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2011．4．28生 牝2鹿 母 ブライティアガール 母母 ディクターガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウシンリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月10日まで平地

競走に出走できない。
※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。



3104111月10日 曇 稍重 （25京都5）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25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

55 ダノンアンビシャス 牡2黒鹿55 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466 ―2：06．2 1．8�
89 レッドアルゴ 牡2鹿 55 和田 竜二 �東京ホースレーシング 友道 康夫 新冠 ハシモトフアーム 538 ― 〃 ハナ 7．6�
88 デンコウセキトバ 牡2黒鹿55 武 豊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 526 ―2：06．41� 3．8�
22 ゴールデンクロス 牡2鹿 55 蛯名 正義吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456 ―2：06．93 16．6�
77 ミトノシンボリ 牡2青鹿55 岩田 康誠ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 浜本牧場 422 ―2：07．21� 34．0�

（サカジロシンボリ）

33 マイネルフレスコ 牡2栗 55 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 478 ― 〃 ハナ 15．2	
（英）

11 シ ホ ウ 牡2鹿 55 M．デムーロ
協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 518 ―2：07．3� 9．8�
（仏）

44 ピエナダイヤ 牡2黒鹿55 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 484 ―2：07．72� 48．5�
66 テイエムハヤカゼ 牡2栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 500 ―2：07．91� 119．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，835，200円 複勝： 32，978，900円 枠連： 9，468，900円
馬連： 34，931，100円 馬単： 31，183，000円 ワイド： 17，304，300円
3連複： 45，643，400円 3連単： 119，149，000円 計： 316，493，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（5－8） 200円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 270円 �� 160円 �� 380円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 258352 的中 � 119355（1番人気）
複勝票数 計 329789 的中 � 135916（1番人気）� 40410（3番人気）� 57960（2番人気）
枠連票数 計 94689 的中 （5－8） 36658（1番人気）
馬連票数 計 349311 的中 �� 35999（2番人気）
馬単票数 計 311830 的中 �� 24727（3番人気）
ワイド票数 計 173043 的中 �� 14673（2番人気）�� 33251（1番人気）�� 9467（6番人気）
3連複票数 計 456434 的中 ��� 59886（1番人気）
3連単票数 計1191490 的中 ��� 34879（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．5―39．3―52．9―1：06．0―1：19．2―1：31．9―1：43．6―1：54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．3
1
3
7（8，9）2，5（1，6）－3－4
7（8，9）（2，5）（1，6）3，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンアンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene 初出走

2011．2．12生 牡2黒鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マイネルフレスコ号の騎手M．バルザローナは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

3104211月10日 曇 稍重 （25京都5）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

812 ワンダーアシャード 牡4栗 57 内田 博幸山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 528＋ 81：51．1 2．9�
56 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± 0 〃 クビ 2．3�
711� サウンドビガレス 牡4栗 57 M．デムーロ増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 482± 01：51．2	 10．1�
（仏）

57 デスティニーシチー 牡3栗 55 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 472＋121：51．3クビ 46．1�
45 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± 0 〃 アタマ 9．5�
11 ラガーライオン 牡3鹿 55 武 豊奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 
橋本牧場 482＋ 41：51．93	 9．1	
44 ノアオーカン 牡3黒鹿55 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 488＋201：52．0	 75．4

69 マイネルハートレー 牡4青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 21：52．53 28．8�
710 エリモフラッシュ 牡4栗 57 松田 大作山本 慎一氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 450－ 41：53．24 41．2�
813 アーセナルゴール 牡5鹿 57 国分 恭介渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 488＋ 41：53．3� 107．4
22 ゴールドルースター �5鹿 57 三浦 皇成吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：53．93	 126．0�
68 ハギノブシドウ 牡3栗 55 蛯名 正義日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 492± 01：54．0� 25．5�
33 カシノラピス 牝4栗 55

52 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 442＋ 41：55．17 346．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，826，100円 複勝： 42，931，300円 枠連： 14，360，000円
馬連： 48，021，200円 馬単： 33，117，500円 ワイド： 25，866，400円
3連複： 72，332，700円 3連単： 127，138，100円 計： 387，593，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 150円 �� 470円 �� 300円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 238261 的中 � 65815（2番人気）
複勝票数 計 429313 的中 � 87239（2番人気）� 151639（1番人気）� 43288（3番人気）
枠連票数 計 143600 的中 （5－8） 40976（1番人気）
馬連票数 計 480212 的中 �� 129286（1番人気）
馬単票数 計 331175 的中 �� 37546（2番人気）
ワイド票数 計 258664 的中 �� 60076（1番人気）�� 10503（7番人気）�� 19054（2番人気）
3連複票数 計 723327 的中 ��� 56557（3番人気）
3連単票数 計1271381 的中 ��� 21228（7番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．6―12．3―12．7―12．4―12．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．9―48．2―1：00．9―1：13．3―1：25．3―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3
1，3（6，12）7（5，10，11）（4，8）－9，13－2
1（6，12）7－（3，11）（5，8）（4，10，9）（2，13）

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアシャード �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 Chimes Band デビュー 2011．11．13 京都2着

2009．4．9生 牡4栗 母 ハッピーデキシー 母母 Ride Sally 11戦3勝 賞金 33，800，000円
〔騎手変更〕 ラガーライオン号の騎手柴田善臣は，第5回東京競馬第3日第7競走での落馬負傷のため武豊に変更。

ワンダーアシャード号の騎手小牧太は，第3日での負傷のため内田博幸に変更。
※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。



3104311月10日 曇 稍重 （25京都5）第4日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

68 アサクサショパン 牡5黒鹿57 福永 祐一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 482－ 21：57．8 2．7�
711 ソルモンターレ 牡7鹿 57

54 ▲森 一馬�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B468－ 41：57．9� 25．0�
33 トウショウヘイロー 牡4鹿 57 川田 将雅トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522＋ 21：58．0クビ 6．9�
710 コスモメルハバ 牡4鹿 57 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 516－ 2 〃 ハナ 6．0�

（仏）

69 ペガサスフォース 牡4栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472± 01：58．1	 8．8	

22 エアラギオール 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 クビ 4．1

11 ピンウィール 牝4栗 55 三浦 皇成�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 460＋ 41：58．2クビ 15．6�
45 シルクコスモス 
6栗 57 松田 大作有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 454＋ 41：58．83	 110．2�
813 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 藤岡 康太松本 好氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 458－ 61：59．12 18．6�
56 エクセルフラッグ 牡6鹿 57 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 510＋ 21：59．31	 172．8�
57 ライブリシーラ 牡6栗 57 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 530± 01：59．93	 109．3�
812 ウインベルカント 牡6黒鹿57 幸 英明�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 488－ 62：00．64 35．9�
44 テ ツ キ セ キ 牡7黒鹿57 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± 02：01．87 290．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，251，800円 複勝： 41，085，000円 枠連： 13，755，900円
馬連： 50，810，100円 馬単： 32，577，300円 ワイド： 24，089，500円
3連複： 71，712，000円 3連単： 126，070，900円 計： 382，352，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 410円 � 210円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 430円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 34，840円

票 数

単勝票数 計 222518 的中 � 66005（1番人気）
複勝票数 計 410850 的中 � 127066（1番人気）� 18579（7番人気）� 45646（4番人気）
枠連票数 計 137559 的中 （6－7） 19739（2番人気）
馬連票数 計 508101 的中 �� 13500（12番人気）
馬単票数 計 325773 的中 �� 4878（21番人気）
ワイド票数 計 240895 的中 �� 5502（15番人気）�� 15363（4番人気）�� 3220（21番人気）
3連複票数 計 717120 的中 ��� 8674（25番人気）
3連単票数 計1260709 的中 ��� 2671（122番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．4―13．0―12．8―12．4―12．4―12．4―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．3―29．7―42．7―55．5―1：07．9―1：20．3―1：32．7―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサショパン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Law Society デビュー 2010．11．28 京都1着

2008．1．30生 牡5黒鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 22戦3勝 賞金 50，600，000円
※出走取消馬 ダヴィンチバローズ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※ライブリシーラ号は，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。

3104411月10日 雨 稍重 （25京都5）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

66 マーティンボロ 牡4青鹿57 川田 将雅吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 22：00．5 3．3�
79 リメインサイレント 牝3鹿 53 M．デムーロ �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 488＋ 42：00．6� 2．7�

（仏）

78 テイエムダイパワー 牡3栗 55 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 490＋ 4 〃 ハナ 5．3�
33 エアポートメサ 牡5栗 57

54 ▲森 一馬新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 452± 02：00．91� 33．5�
55 アイファーファルコ 牡4栗 57 内田 博幸中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 444＋102：01．11	 26．6�
11 シャイニーハーツ 牡3栗 55 三浦 皇成小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 466＋ 6 〃 ハナ 8．2	
810 ポセイドンバローズ 牡3栗 55 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 470＋102：01．2クビ 10．2


（英）

44 ダンツアトラス 牡3鹿 55 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 2 〃 クビ 16．4�
22 スリーロブロイ 牡4鹿 57 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 42：01．4� 53．0
67 キタサンパイロット 牡4鹿 57 吉田 豊�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 478＋ 62：01．82
 92．7�
811� メイショウシレトコ 牡5鹿 57 国分 恭介松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 460＋ 22：02．33 111．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，397，000円 複勝： 37，883，800円 枠連： 14，233，800円
馬連： 56，256，200円 馬単： 39，044，400円 ワイド： 26，962，600円
3連複： 76，862，700円 3連単： 155，888，700円 計： 431，529，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 230円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，510円

票 数

単勝票数 計 243970 的中 � 58952（2番人気）
複勝票数 計 378838 的中 � 78424（2番人気）� 95189（1番人気）� 57104（3番人気）
枠連票数 計 142338 的中 （6－7） 37635（1番人気）
馬連票数 計 562562 的中 �� 98278（1番人気）
馬単票数 計 390444 的中 �� 31027（2番人気）
ワイド票数 計 269626 的中 �� 38937（1番人気）�� 21524（3番人気）�� 30083（2番人気）
3連複票数 計 768627 的中 ��� 107937（1番人気）
3連単票数 計1558887 的中 ��� 45847（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．6―12．1―12．0―12．2―12．0―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―37．2―49．3―1：01．3―1：13．5―1：25．5―1：37．1―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0
1
3
8（9，10）4（6，7）3，5，11，2－1
8－9（4，6，10）（3，7）5（2，11）1

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

勝馬の
紹 介

マーティンボロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．4 阪神5着

2009．8．20生 牡4青鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 15戦4勝 賞金 41，237，000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。



3104511月10日 雨 稍重 （25京都5）第4日 第9競走 ��
��1，800�

はなぞの

花園ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 ソ ロ ル 牡3黒鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 480＋101：48．6 4．8�
（仏）

44 � アメリカンウィナー 牡4青鹿57 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. 490＋ 21：48．92 2．9�

78 ハ リ ケ ー ン 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514－ 81：49．11	 11．4�
55 
 ダブルスター 牡4栗 57 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 504－ 4 〃 ハナ 6．5�
33 トーセンケイトゥー �5栗 57 M．バルザローナ 島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472－ 21：49．31	 21．7	

（英）

11 ナムラドキョウ 牡3芦 55 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 510－ 21：50．36 70．1

67 スターソード 牡3鹿 55 武 豊村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496＋ 61：50．4� 4．9�
66 エーシンテンモク 牡6鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 484± 01：50．6 189．3
810
 ヒルノマドリード 牡4黒鹿57 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 522＋ 6 〃 クビ 6．3�
811 コウユーヒーロー 牡6青 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 522＋ 61：50．91 110．4�
79 セイカフォルトゥナ 牝4栗 55 吉田 豊久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 476－141：51．32� 49．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，482，200円 複勝： 59，176，300円 枠連： 15，635，900円
馬連： 92，964，800円 馬単： 56，226，800円 ワイド： 36，987，700円
3連複： 115，409，300円 3連単： 229，727，700円 計： 640，610，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 140円 � 290円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 310円 �� 900円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 344822 的中 � 56846（2番人気）
複勝票数 計 591763 的中 � 88988（4番人気）� 144501（1番人気）� 41038（6番人気）
枠連票数 計 156359 的中 （2－4） 22209（1番人気）
馬連票数 計 929648 的中 �� 115701（1番人気）
馬単票数 計 562268 的中 �� 25759（4番人気）
ワイド票数 計 369877 的中 �� 33456（2番人気）�� 9390（16番人気）�� 13669（10番人気）
3連複票数 計1154093 的中 ��� 37346（8番人気）
3連単票数 計2297277 的中 ��� 15325（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．8―12．7―12．8―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―34．8―46．6―59．3―1：12．1―1：24．1―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

ソ ロ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．28 東京10着（1位）

2010．3．29生 牡3黒鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 11戦4勝 賞金 59，543，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ソロル号の騎手M．デムーロは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
※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。

3104611月10日 雨 重 （25京都5）第4日 第10競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，24．11．10以降25．11．3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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

34 ラウンドワールド 牡3鹿 53 岩田 康誠�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 82：02．1 4．5�

611 ユニバーサルバンク 牡5黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：02．42 8．2�
47 ロードオブザリング 牡6鹿 54 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 2 〃 クビ 29．1�
46 モ ン テ エ ン 牡6鹿 55 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 474－ 2 〃 ハナ 12．4�
58 テイエムイナズマ 牡3黒鹿54 武 豊竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 504＋ 22：02．61� 5．1	
22 ウインドジャズ 牡6黒鹿52 酒井 学岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 2 〃 ハナ 45．6

814 スマートギア 牡8栗 57 福永 祐一大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 464＋ 42：02．7クビ 18．0�
23 エーシンミズーリ 牡5黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 482＋142：02．8� 8．0�
815 カルドブレッサ 牡5栗 54 M．デムーロ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 498＋162：02．9クビ 6．1

（仏）

59 ドリームヒーロー 牡6青鹿53 吉田 豊田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 448＋ 42：03．21� 26．4�

610 ダノンスパシーバ 牡6鹿 55 蛯名 正義�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 512－ 22：03．41 17．0�
713 フ リ ソ 牡7鹿 54 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 492＋ 22：03．82� 140．7�
712 サトノシュレン 牡5黒鹿54 幸 英明里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 492＋142：03．9� 9．1�
35 モ ズ 牡6青 53 松田 大作�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B480＋ 82：04．43 47．6�
11 ダイシンプラン 牡8栗 52 秋山真一郎大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 526－ 42：05．14 236．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，412，500円 複勝： 63，836，100円 枠連： 32，056，200円
馬連： 135，247，300円 馬単： 64，823，700円 ワイド： 52，646，000円
3連複： 175，804，300円 3連単： 280，647，200円 計： 846，473，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 280円 � 760円 枠 連（3－6） 1，600円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，730円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 18，580円 3 連 単 ��� 77，140円

票 数

単勝票数 計 414125 的中 � 72940（1番人気）
複勝票数 計 638361 的中 � 89831（1番人気）� 63599（5番人気）� 18401（11番人気）
枠連票数 計 320562 的中 （3－6） 14786（8番人気）
馬連票数 計1352473 的中 �� 41667（9番人気）
馬単票数 計 648237 的中 �� 12230（10番人気）
ワイド票数 計 526460 的中 �� 15195（8番人気）�� 4655（43番人気）�� 5101（35番人気）
3連複票数 計1758043 的中 ��� 6984（72番人気）
3連単票数 計2806472 的中 ��� 2685（280番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．8―48．2―1：00．8―1：13．2―1：25．3―1：37．4―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラウンドワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．6．2 阪神3着

2010．5．7生 牡3鹿 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ 7戦3勝 賞金 62，052，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 サトノシュレン号の騎手柴田善臣は，第5回東京競馬第3日第7競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
※フリソ号は，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。

２レース目



3104711月10日 雨 重 （25京都5）第4日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��2，200�第38回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�

エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 90，000，000円 36，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，000，000円
付 加 賞 3，864，000円 1，104，000円 552，000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

2：10．0
2：10．0
2：11．2

良
良
良

23 メイショウマンボ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 488± 02：16．6 3．9�
818 ラ キ シ ス 牝3鹿 54 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 42：16．81� 16．7�
47 アロマティコ 牝4栗 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 15．8�
817 トーセンアルニカ 牝3鹿 54 池添 謙一島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 438± 02：17．11	 50．9�
714 デニムアンドルビー 牝3鹿 54 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 440－ 2 〃 アタマ 5．0

35 ホエールキャプチャ 牝5芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 478＋ 6 〃 ハナ 13．9�
11 オールザットジャズ 牝5鹿 56 M．バルザローナ 市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 464± 02：17．2
 19．1�

（英）

36 ハナズゴール 牝4栗 56 武 豊M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 426± 0 〃 クビ 27．6
12 ディアデラマドレ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 ハナ 21．7�
59 ヴィルシーナ 牝4青 56 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 ハナ 3．3�
24 ミッドサマーフェア 牝4青鹿56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 2 〃 ハナ 58．7�
510 エ デ ィ ン 牝4栗 56 藤田 伸二	ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 462－ 22：17．3
 27．7�
713 レインボーダリア 牝6栗 56 和田 竜二田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 460－ 42：17．4
 31．4�
816 セ キ シ ョ ウ 牝3青鹿54 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 488＋ 22：17．5クビ 53．7�
48 マルセリーナ 牝5鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 454＋10 〃 クビ 32．1�

（仏）

612 セレブリティモデル 牝3黒鹿54 松田 大作 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480－ 42：17．92
 271．4�
611 タガノイノセンス 牝6青 56 幸 英明八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 518＋ 22：18．0クビ 176．3�
715 スピードリッパー 牝5栗 56 秋山真一郎吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B470± 0 〃 クビ 273．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 431，299，900円 複勝： 483，561，300円 枠連： 423，151，300円 馬連： 1，744，784，500円 馬単： 950，464，700円
ワイド： 532，513，000円 3連複： 2，613，164，800円 3連単： 5，201，177，400円 5重勝： 670，584，300円 計： 13，050，701，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 530円 � 470円 枠 連（2－8） 1，790円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，430円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 14，440円 3 連 単 ��� 64，840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����� 9，517，140円

票 数

単勝票数 計4312999 的中 � 875870（2番人気）
複勝票数 計4835613 的中 � 789180（2番人気）� 214933（7番人気）� 247180（6番人気）
枠連票数 計4231513 的中 （2－8） 175403（9番人気）
馬連票数 計17447845 的中 �� 464518（9番人気）
馬単票数 計9504647 的中 �� 156860（12番人気）
ワイド票数 計5325130 的中 �� 100169（9番人気）�� 93125（13番人気）�� 32462（42番人気）
3連複票数 計26131648 的中 ��� 133604（44番人気）
3連単票数 計52011774 的中 ��� 59205（185番人気）
5重勝票数 計6705843 的中 ����� 52

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．9―36．7―49．6―1：02．7―1：16．2―1：29．4―1：42．1―1：53．8―2：05．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．5
1
3
10，16（12，18）（15，17）3，9，5（6，11）（2，4，13）（1，7）8－14
10，16，18（12，15）17，6（9，3）1（4，7，5）（2，13，11）（14，8）

2
4

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

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 10戦6勝 賞金 398，067，000円
〔騎手変更〕 レインボーダリア号の騎手柴田善臣は，第5回東京競馬第3日第7競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コウエイオトメ号・ピクシープリンセス号・マイネオーチャード号
※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。

3104811月10日 雨 重 （25京都5）第4日 第12競走 ��
��1，600�ドンカスターカップ

発走16時20分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，24．11．10以降25．11．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ドンカスター競馬場賞（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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．8
1：30．7

良
良

610 サンライズメジャー 牡4栗 57．5 福永 祐一松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 496＋101：36．4 5．0�
47 � サクラキングオー 牡7栗 54 幸 英明�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 502－ 61：36．61� 103．0�
35 ハーキュリーズ 牡5鹿 57 M．バルザローナ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 アタマ 6．0�

（英）

23 テラノイロハ 牝4青鹿52 酒井 学寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 27．6�
611 タガノエンブレム 牡3青鹿55 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 4 〃 クビ 4．3	
815 シルクキングリー 牡4鹿 56 秋山真一郎有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 476＋ 4 〃 ハナ 16．1

58 マルタカシクレノン 牡5青鹿54 和田 竜二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 500－ 4 〃 アタマ 42．8�
46 メイショウヤタロウ 牡5鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 480－ 41：36．7クビ 7．5�
712 ダンツミュータント 牡4青鹿57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 442＋ 4 〃 同着 19．4
814 ゴットラウディー 牡5鹿 54 松田 大作後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 474＋ 2 〃 クビ 188．1�
34 グリーンラヴ 牡3栗 54 M．デムーロ �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470± 0 〃 ハナ 5．7�
（仏）

11 インクレセント 牝4青鹿53 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 452＋ 21：36．8クビ 32．9�
22 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 502－ 41：37．01	 26．6�
59 ブルーハーツクライ 牡4栗 57 藤岡 康太 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 502± 01：37．31
 12．3�
713� ディープフィールド 牡5黒鹿54 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：37．72	 111．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 75，058，800円 複勝： 114，231，100円 枠連： 61，123，300円
馬連： 208，508，000円 馬単： 107，720，800円 ワイド： 87，041，400円
3連複： 279，858，500円 3連単： 514，097，400円 計： 1，447，639，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 1，910円 � 230円 枠 連（4－6） 900円

馬 連 �� 34，450円 馬 単 �� 48，570円

ワ イ ド �� 6，120円 �� 670円 �� 8，880円

3 連 複 ��� 69，590円 3 連 単 ��� 440，150円

票 数

単勝票数 計 750588 的中 � 120265（2番人気）
複勝票数 計1142311 的中 � 155065（2番人気）� 12173（13番人気）� 148793（3番人気）
枠連票数 計 611233 的中 （4－6） 50497（2番人気）
馬連票数 計2085080 的中 �� 4468（68番人気）
馬単票数 計1077208 的中 �� 1637（125番人気）
ワイド票数 計 870414 的中 �� 3381（62番人気）�� 34662（5番人気）�� 2319（70番人気）
3連複票数 計2798585 的中 ��� 2968（192番人気）
3連単票数 計5140974 的中 ��� 862（1112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．5―49．4―1：01．8―1：13．4―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．3．18 阪神3着

2009．4．6生 牡4栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress 11戦4勝 賞金 56，768，000円
〔騎手変更〕 ブルーハーツクライ号の騎手小牧太は，第3日での負傷のため藤岡康太に変更。
※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。

５レース目



（25京都5）第4日 11月10日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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

381，330，000円
10，960，000円
6，810，000円
35，080，000円
60，715，000円
4，748，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
762，519，600円
1，014，401，200円
621，829，700円
2，527，627，400円
1，427，073，000円
883，642，800円
3，664，092，900円
7，128，296，100円
670，584，300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 18，700，067，000円

総入場人員 35，254名 （有料入場人員 32，555名）
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