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3106111月17日 晴 稍重 （25京都5）第6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）
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

712 ブラボーランサー 牡2鹿 55 高倉 稜田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 516± 01：25．3 53．4�
45 � コスモグラフィティ 牡2鹿 55 R．ムーア �ビッグレッドファーム 宮 徹 加 Josham Farms

Limited 502＋ 21：25．4� 7．0�
（英）

814� ゼ ア ミ 牡2芦 55 W．ビュイック 有限会社シルク音無 秀孝 米 Barnett Sta-
bles LLC 532＋ 4 〃 クビ 1．5�

（英）

69 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 478－ 21：25．61	 11．9�
58 � トータルヒート 牝2栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 442＋ 4 〃 クビ 18．1�
813 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 486－ 81：26．23� 16．4	
610� エイシンソルティー 牝2芦 54 川田 将雅
栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 470± 01：26．3� 8．8�
34 � ハタノデバット 牡2鹿 55 横山 典弘 �グッドラック・ファーム 昆 貢 米 SF Blood-

stock LLC 478＋ 2 〃 ハナ 15．3�
33 シ ゲ ル イ ヨ 牡2黒鹿55 藤岡 康太森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 530－ 61：26．51	 71．6
11 ベルリネッタ 牡2鹿 55 戸崎 圭太大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 450－101：26．92� 53．8�
57 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 470－ 41：27．11 168．7�
711 メイショウバローダ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 484± 01：27．2
 247．4�
22 タケノペガサス 牝2鹿 54 岡田 祥嗣竹原 孝昭氏 作田 誠二 浦河 絵笛牧場 492＋ 41：27．41	 270．8�
46 エイユーバーチョ 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 428＋ 21：27．5
 392．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，869，100円 複勝： 67，636，300円 枠連： 12，078，300円
馬連： 40，972，700円 馬単： 34，137，700円 ワイド： 22，267，100円
3連複： 62，030，700円 3連単： 121，266，100円 計： 386，258，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，340円 複 勝 � 570円 � 180円 � 110円 枠 連（4－7） 11，610円

馬 連 �� 16，160円 馬 単 �� 45，320円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 1，110円 �� 240円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 91，140円

票 数

単勝票数 計 258691 的中 � 3823（8番人気）
複勝票数 計 676363 的中 � 11125（8番人気）� 52759（2番人気）� 434725（1番人気）
枠連票数 計 120783 的中 （4－7） 768（19番人気）
馬連票数 計 409727 的中 �� 1872（28番人気）
馬単票数 計 341377 的中 �� 556（65番人気）
ワイド票数 計 222671 的中 �� 1564（29番人気）�� 4504（14番人気）�� 28194（1番人気）
3連複票数 計 620307 的中 ��� 7414（17番人気）
3連単票数 計1212661 的中 ��� 982（218番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．2―12．3―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．6―47．8―1：00．1―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラボーランサー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．10．12 京都5着

2011．3．3生 牡2鹿 母 カ サ パ サ ー 母母 カ サ ダ ガ 3戦1勝 賞金 6，450，000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。

3106211月17日 晴 良 （25京都5）第6日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

713 レ ム ミ ラ ス 牝2鹿 54 岩田 康誠�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 442＋ 81：09．3 5．4�
510 ハッピーロングラン 牝2鹿 54 浜中 俊馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 416－ 21：09．62 3．4�
611 タガノウォーリア 牡2栗 55 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 434＋ 21：09．81� 11．3�
714 アイノデンドウシ 牡2鹿 55 R．ムーア 國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 398± 0 〃 クビ 6．1�

（英）

612 ミサキジュエル 牝2鹿 54 C．ルメール 永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 438－ 21：09．9� 7．0�
（仏）

48 サカイヤデモズ 牡2栗 55 福永 祐一北側 雅司氏 森 秀行 日高 碧雲牧場 468± 01：10．0� 12．5	
36 スズカルーブル 牡2鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 474＋ 21：10．1	 86．2

11 ローゼルキュート 牝2鹿 54 藤岡 康太村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 468＋ 4 〃 クビ 63．6�
12 ファーマフレア 牝2芦 54

51 ▲森 一馬中西 功氏 日吉 正和 新ひだか タガミファーム 388± 01：10．2クビ 133．7�
24 シゲルカワチ 牝2栗 54 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 460＋ 21：10．41� 5．2
815 ミラクルアイドル 牝2黒鹿54 高倉 稜玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 446－ 8 〃 ハナ 19．4�
47 カシノチャンプ 牝2鹿 54 秋山真一郎柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 450＋ 61：10．61� 118．4�
35 ク リ ノ オ ー 牡2栗 55 和田 竜二栗本 守氏 谷 潔 浦河 笹地牧場 418－ 6 〃 ハナ 176．2�
23 ヘップバーン 牝2栗 54 上村 洋行平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B482－ 81：11．02� 284．1�
59 クリノアルタミラ 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 本間 忍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410－ 41：11．21� 493．4�

816 ラブセレクター 牝2黒鹿54 石橋 脩増田 陽一氏 中村 均 日高 門別牧場 422± 01：11．62� 340．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，654，500円 複勝： 33，283，100円 枠連： 12，017，900円
馬連： 37，057，800円 馬単： 24，994，100円 ワイド： 19，643，800円
3連複： 54，272，900円 3連単： 83，509，300円 計： 281，433，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 150円 � 270円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 360円 �� 720円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 10，580円

票 数

単勝票数 計 166545 的中 � 24590（3番人気）
複勝票数 計 332831 的中 � 56877（2番人気）� 67936（1番人気）� 26799（6番人気）
枠連票数 計 120179 的中 （5－7） 21098（1番人気）
馬連票数 計 370578 的中 �� 32436（1番人気）
馬単票数 計 249941 的中 �� 11952（1番人気）
ワイド票数 計 196438 的中 �� 14827（1番人気）�� 6414（11番人気）�� 7327（9番人気）
3連複票数 計 542729 的中 ��� 16880（6番人気）
3連単票数 計 835093 的中 ��� 5826（17番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．1―45．2―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．2
3 ・（15，4）－1，11，8，10（2，13）（12，16）6（7，14）－（5，9）－3 4 ・（15，4）－1，11（8，10）13，2（12，16）6（7，14）（5，9）3

勝馬の
紹 介

レ ム ミ ラ ス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．7 阪神12着

2011．3．11生 牝2鹿 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
※出走取消馬 ヤマノハヤブサ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※クリノオー号は，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。

第５回 京都競馬 第６日



3106311月17日 晴 稍重 （25京都5）第6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）

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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

36 ファイヤーロック 牡2黒鹿55 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 468－ 41：54．4 2．9�

（英）

714 ハナズリベンジ 牝2黒鹿54 幸 英明M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 482－ 4 〃 クビ 109．3�
611 テーオーイージス 牡2黒鹿55 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 484± 01：54．61� 7．6�
816 マッサローザ 牝2青鹿 54

51 ▲岩崎 翼赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 B422－ 21：54．8� 152．2�
612 セントコロナ 牡2栗 55 小牧 太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500± 01：54．9� 10．2	
713 ボールドジャパン 牡2鹿 55 M．デムーロ増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 500－ 41：55．11� 3．6


（仏）

23 ウォルフラム 牡2芦 55 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 クビ 15．6�
（仏）

510 クラウンデピュティ 牡2芦 55 和田 竜二矢野 恭裕氏 日吉 正和 新ひだか 高橋 修 484＋101：55．2クビ 25．2�
815 マミーテイラー 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490＋141：55．3� 141．3
11 ランガージュ 牡2鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－161：55．4� 31．4�
24 ディープオセロ 牝2栗 54 岡田 祥嗣深見 敏男氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 468＋ 2 〃 クビ 287．5�
35 ジョウイチロウ 牡2鹿 55 秋山真一郎泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 520－ 21：55．72 26．2�
48 メイショウゼロセン 牡2黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 490－ 21：55．9� 6．1�
12 オ ウ シ ョ ウ 牡2鹿 55 高倉 稜西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 452－ 41：56．64 33．2�
47 プ レ ス リ ー 牡2黒鹿55 国分 優作田畑 富子氏 梅田 康雄 浦河 山口 義彦 478± 01：58．9大差 398．8�
59 オウケンゴールド 牡2栃栗55 戸崎 圭太福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 478－ 6 （競走中止） 92．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，048，400円 複勝： 40，030，700円 枠連： 11，725，700円
馬連： 42，295，500円 馬単： 28，766，900円 ワイド： 23，039，200円
3連複： 60，367，100円 3連単： 96，098，500円 計： 323，372，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 2，290円 � 230円 枠 連（3－7） 480円

馬 連 �� 18，790円 馬 単 �� 30，120円

ワ イ ド �� 5，600円 �� 460円 �� 8，380円

3 連 複 ��� 34，430円 3 連 単 ��� 263，650円

票 数

単勝票数 計 210484 的中 � 57492（1番人気）
複勝票数 計 400307 的中 � 82993（2番人気）� 3275（13番人気）� 46720（4番人気）
枠連票数 計 117257 的中 （3－7） 18156（1番人気）
馬連票数 計 422955 的中 �� 1662（41番人気）
馬単票数 計 287669 的中 �� 705（67番人気）
ワイド票数 計 230392 的中 �� 958（42番人気）�� 13875（3番人気）�� 637（52番人気）
3連複票数 計 603671 的中 ��� 1294（77番人気）
3連単票数 計 960985 的中 ��� 269（521番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．2―49．4―1：02．7―1：15．6―1：28．2―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．8
1
3
8，16，15（11，12）（2，3）6（1，5，13）－10－4，14－7・（8，11）12，16（3，13）6，1，15，5（2，10）4，14＝7

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

勝馬の
紹 介

ファイヤーロック �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．7 中京4着

2011．5．7生 牡2黒鹿 母 ディアマンブルー 母母 ゲートドクール 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 オウケンゴールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 オウケンゴールド号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 マミーテイラー号の騎手森一馬は，1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：8番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オウケンゴールド号は，平成25年11月18日から平成25年12月17日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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。

3106411月17日 晴 良 （25京都5）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11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
1：32．3
1：32．3

良
良

612 ルファルシオン 牡2芦 55 福永 祐一 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 506＋ 21：35．3 11．1�
611 ステファノス 牡2鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 クビ 3．8�
715 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 458－ 21：35．51� 3．7�
510 メイショウビザン 牝2栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486± 01：35．6� 4．6�
59 ニホンピロディール 牝2栗 54 横山 典弘小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 446－ 21：35．81 13．9	
12 スズカグランデ 牡2栗 55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 456＋ 41：36．12 10．3

48 タガノトラベラー 牝2鹿 54 蛯名 正義八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－101：36．41� 28．0�
24 フランキーバローズ 牡2鹿 55 M．バルザローナ 猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 538＋ 41：36．72 12．1�

（英）

816 ダイシンウィン 牡2鹿 55 C．ルメール 大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 492＋ 2 〃 アタマ 106．7
（仏）

47 ミ ン デ ィ 牝2芦 54 和田 竜二小林 秀樹氏 吉田 直弘 浦河 日優牧場 440－ 6 〃 アタマ 164．4�
11 ヤマニンルポ 牡2鹿 55 M．デムーロ土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 482＋141：36．8クビ 69．7�

（仏）

817 スリーマキシマム 牡2鹿 55 R．ムーア 永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 468－ 61：36．9� 32．9�
（英）

35 トミケンパシエンテ 牡2栗 55 幸 英明冨樫 賢二氏 西浦 勝一 日高 千葉飯田牧場 472＋121：37．0クビ 101．1�
714 シゲルシモツケ 牡2鹿 55 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 468± 01：37．1� 439．5�
713 ラヴクレージー 牝2青鹿54 秋山真一郎橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 462－ 21：37．2クビ 76．1�
36 ジューンヴィエナ 牝2鹿 54 水口 優也吉川 潤氏 小原伊佐美 新ひだか 西村 和夫 438± 0 〃 クビ 438．3�
23 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 440－ 6 〃 ハナ 31．0�
818 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 470－ 41：37．41� 182．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，632，400円 複勝： 42，132，900円 枠連： 14，099，600円
馬連： 44，162，400円 馬単： 29，108，100円 ワイド： 25，686，700円
3連複： 64，884，200円 3連単： 96，641，600円 計： 337，347，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 300円 � 160円 � 140円 枠 連（6－6） 2，570円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 850円 �� 750円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 20，370円

票 数

単勝票数 計 206324 的中 � 14673（5番人気）
複勝票数 計 421329 的中 � 28237（5番人気）� 75614（2番人気）� 97489（1番人気）
枠連票数 計 140996 的中 （6－6） 4053（10番人気）
馬連票数 計 441624 的中 �� 14529（5番人気）
馬単票数 計 291081 的中 �� 3552（25番人気）
ワイド票数 計 256867 的中 �� 7032（9番人気）�� 8136（7番人気）�� 20882（2番人気）
3連複票数 計 648842 的中 ��� 19297（3番人気）
3連単票数 計 966416 的中 ��� 3503（51番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―12．5―12．0―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．1―48．6―1：00．6―1：12．3―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルファルシオン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 小倉2着

2011．3．5生 牡2芦 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 5戦1勝 賞金 8，550，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 イダス号・クリノオー号・クールスティール号
※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。



3106511月17日 晴 良 （25京都5）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：46．5
1：45．9

良
良

812 スリーカラーナンゴ 牡2鹿 55 国分 優作永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 452 ―1：51．9 34．6�
710 ワールドインパクト 牡2鹿 55 岩田 康誠有限会社シルク友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506 ―1：52．11� 1．7�
811 アグネスミニッツ 牡2栗 55 武 豊渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 クビ 4．5�
79 ショウナンアトラス 牡2鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―1：52．2クビ 8．6�
33 ベルフィオーレ 牝2黒鹿54 福永 祐一 �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 422 ― 〃 クビ 6．0�
55 カフジスター 牡2青鹿55 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 458 ―1：52．3クビ 114．9	
22 ウインバレリーナ 牝2鹿 54 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 412 ―1：52．83 169．8

44 スカイゴールド 牡2栗 55 R．ムーア 橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 466 ―1：53．01� 28．8�

（英）

68 メイショウファルコ 牡2黒鹿55 武 幸四郎松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 近藤牧場 472 ―1：53．42� 137．5
56 マイネリベルタス 牝2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―1：53．71� 173．0�
67 キーストライプ 牡2黒鹿55 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 468 ―1：53．91� 18．6�
11 サンライズジャパン 牡2鹿 55 秋山真一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B496 ―1：55．510 41．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，981，100円 複勝： 39，039，000円 枠連： 9，871，100円
馬連： 38，562，700円 馬単： 34，540，100円 ワイド： 19，685，700円
3連複： 52，198，700円 3連単： 117，339，000円 計： 339，217，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，460円 複 勝 � 400円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，110円 �� 220円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 40，680円

票 数

単勝票数 計 279811 的中 � 6382（7番人気）
複勝票数 計 390390 的中 � 13214（7番人気）� 165185（1番人気）� 65300（2番人気）
枠連票数 計 98711 的中 （7－8） 23002（1番人気）
馬連票数 計 385627 的中 �� 10705（10番人気）
馬単票数 計 345401 的中 �� 2893（26番人気）
ワイド票数 計 196857 的中 �� 5598（9番人気）�� 3798（13番人気）�� 27985（1番人気）
3連複票数 計 521987 的中 ��� 12519（9番人気）
3連単票数 計1173390 的中 ��� 2129（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．9―38．5―51．6―1：04．9―1：17．7―1：29．2―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．2
3 ・（12，5）（3，4，10）11（2，6，7）9，1，8 4 ・（12，5）10（3，4，9）（2，11）6（7，8）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スリーカラーナンゴ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．3．9生 牡2鹿 母 スズカカラーズ 母母 ミンデンローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ワールドインパク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：4番）
※出走取消馬 ユウアクトレス号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。

3106611月17日 晴 稍重 （25京都5）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

88 ダノンバトゥーラ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 476 ―1：53．9 2．0�
（英）

89 レッドロンメル 牡2栗 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488 ―1：54．11� 6．9�
11 エクストラゴールド 牡2栗 55 M．デムーロ前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 502 ―1：54．2� 12．9�
（仏）

33 バイザスターン 牡2鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476 ―1：54．3	 6．4�
77 アドミッション 牡2鹿 55 浜中 俊有限会社シルク飯田 雄三 日高 滝本 健二 544 ―1：56．6大差 32．7	
55 アスタースカイ 牡2栗 55 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 オリエント牧場 514 ―1：58．5大差 8．5

44 
 アンファミーユ 牝2黒鹿54 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 米 Diamond A

Racing Corp. 500 ―2：00．2大差 5．1�
66 メイショウサンキチ 牡2栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 532 ―2：03．3大差 47．3�

（8頭）
22 ヒシエギーユ 牡2黒鹿55 川田 将雅阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 496 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，684，500円 複勝： 23，993，700円 枠連： 5，969，100円
馬連： 24，878，900円 馬単： 19，719，500円 ワイド： 11，091，300円
3連複： 24，271，700円 3連単： 55，878，000円 計： 184，486，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 190円 � 240円 枠 連（8－8） 560円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 260円 �� 460円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 6，640円

票 数

単勝票数 差引計 186845（返還計 35453） 的中 � 76999（1番人気）
複勝票数 差引計 239937（返還計 47917） 的中 � 73245（1番人気）� 29195（4番人気）� 20800（6番人気）
枠連票数 差引計 59691（返還計 26906） 的中 （8－8） 7897（3番人気）
馬連票数 差引計 248789（返還計115750） 的中 �� 28875（3番人気）
馬単票数 差引計 197195（返還計 90524） 的中 �� 14708（3番人気）
ワイド票数 差引計 110913（返還計 51023） 的中 �� 12421（3番人気）�� 5747（6番人気）�� 2778（15番人気）
3連複票数 差引計 242717（返還計211866） 的中 ��� 9368（9番人気）
3連単票数 差引計 558780（返還計508105） 的中 ��� 6219（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―38．3―51．7―1：04．5―1：17．0―1：29．6―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバトゥーラ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．4．29生 牡2黒鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ヒシエギーユ号は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンファミーユ号・メイショウサンキチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

12月17日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 オーミシャンクス号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。



3106711月17日 晴 稍重 （25京都5）第6日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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
1：21．9
1：21．5

重
不良

816 ミッキーヘネシー 牡4栃栗57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 490＋221：24．4 34．2�
12 エーシンブランコス 牡4芦 57 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 438± 01：24．5� 5．6�
23 ステイウェル 牡3黒鹿56 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 490＋ 4 〃 ハナ 3．6�
612 シゲルケンシン 牡6鹿 57 戸崎 圭太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 474± 01：24．71	 13．9�
11 オビーディエント 牡4黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 454＋ 2 〃 アタマ 4．4�
815 シゲルシュサ 牝5鹿 55 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 61：24．8
 26．4	
24 マルカリョウマ 牡4芦 57 武 幸四郎河長産業� 中村 均 新ひだか 坂本 春雄 520－ 41：24．9� 8．7

59 トウショウタイド 牡3鹿 56 国分 優作トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 576＋ 8 〃 ハナ 223．6�
48 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56 浜中 俊大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 488＋121：25．0クビ 16．5�
611� サトノモンスター 牡5鹿 57 蛯名 正義里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake

Iida 488＋ 61：25．31
 55．1
36 � トスカニーニ 牡3鹿 56 M．デムーロ田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 452＋ 11：25．62 46．5�

（仏）

47 タイザンホクト 牡3鹿 56 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 506＋121：25．7� 5．5�
510 ドラグレスク 牡3鹿 56 横山 典弘村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 526＋121：25．91 52．1�
35 トゥルーピース 牝3栗 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 470＋181：26．0� 114．1�
713� ナリタマクリス 牡4栗 57 幸 英明�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 434＋ 8 〃 アタマ 176．8�
714 ヴ ェ ン ト ス 牝3鹿 54 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 31：26．21	 330．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，996，300円 複勝： 45，786，300円 枠連： 18，694，700円
馬連： 55，953，000円 馬単： 33，778，200円 ワイド： 28，185，300円
3連複： 79，464，900円 3連単： 125，150，100円 計： 411，008，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，420円 複 勝 � 780円 � 210円 � 180円 枠 連（1－8） 1，780円

馬 連 �� 11，390円 馬 単 �� 32，170円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 2，300円 �� 530円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 164，930円

票 数

単勝票数 計 239963 的中 � 5532（9番人気）
複勝票数 計 457863 的中 � 11765（9番人気）� 62875（4番人気）� 80707（2番人気）
枠連票数 計 186947 的中 （1－8） 7753（8番人気）
馬連票数 計 559530 的中 �� 3626（33番人気）
馬単票数 計 337782 的中 �� 775（78番人気）
ワイド票数 計 281853 的中 �� 2036（34番人気）�� 2910（26番人気）�� 14234（5番人気）
3連複票数 計 794649 的中 ��� 4077（46番人気）
3連単票数 計1251501 的中 ��� 560（423番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．6―12．2―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．1―47．7―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーヘネシー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Hennessy デビュー 2011．10．9 京都5着

2009．2．19生 牡4栃栗 母 ストーミングヘヴン 母母 Breezy Stories 16戦2勝 賞金 20，570，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 スマートマーズ号・ハヤブサ号
（非抽選馬） 1頭 ヒデサンスピリット号
※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。

3106811月17日 晴 稍重 （25京都5）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
1：47．8
1：47．8

重
重

66 クリノスターオー 牡3青 55 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 534＋ 21：50．2 5．7�
33 マーベラスバロン 牡5鹿 57 高倉 稜笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 500＋ 2 〃 ハナ 17．1�
55 メイショウコロンボ 牡4青 57 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 490＋12 〃 クビ 3．6�
78 ワンダーアシャード 牡4栗 57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 528± 01：50．83� 7．2�
44 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 504＋ 61：51．0� 3．1�
67 グレートチャールズ 牡4栗 57 R．ムーア 吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 516＋ 21：51．85 7．1�

（英）

810� シンケンショウブ 牡5鹿 57 和田 竜二栗本 博晴氏 田中 章博 新ひだか グランド牧場 496± 01：51．9クビ 177．6	
22 フォルクスオーパー 牝7栗 55

52 ▲森 一馬 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 488－ 21：52．0� 138．9�

79 ニライジンク 牡4栗 57
54 ▲岩崎 翼�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 494－ 31：52．21� 105．0

811 ナンヨーカノン 牝3青鹿53 M．デムーロ中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：52．41	 8．9�
（仏）

11 スプリングゲント 牡13鹿 57 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 534＋ 81：55．7大差 207．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，715，500円 複勝： 48，447，000円 枠連： 13，379，700円
馬連： 60，833，400円 馬単： 41，725，900円 ワイド： 27，189，300円
3連複： 81，506，700円 3連単： 167，408，600円 計： 467，206，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 370円 � 200円 枠 連（3－6） 3，130円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 580円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 32，090円

票 数

単勝票数 計 267155 的中 � 37309（3番人気）
複勝票数 計 484470 的中 � 68725（3番人気）� 29023（7番人気）� 70392（2番人気）
枠連票数 計 133797 的中 （3－6） 3157（12番人気）
馬連票数 計 608334 的中 �� 11003（18番人気）
馬単票数 計 417259 的中 �� 4491（34番人気）
ワイド票数 計 271893 的中 �� 5580（18番人気）�� 12060（7番人気）�� 6958（17番人気）
3連複票数 計 815067 的中 ��� 14001（21番人気）
3連単票数 計1674086 的中 ��� 3851（150番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．9―12．3―12．1―12．5―12．1―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．1―36．0―48．3―1：00．4―1：12．9―1：25．0―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノスターオー �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．10．21 京都3着

2010．5．11生 牡3青 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 6戦3勝 賞金 23，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングゲント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月17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。



3106911月17日 晴 良 （25京都5）第6日 第9競走 ��
��1，200�

し ゅ う め い ぎ く

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

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

33 ニホンピロアンバー 牝2青鹿54 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 438－ 21：09．0 23．6�
79 ラインスピリット 牡2黒鹿55 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 428－ 6 〃 クビ 5．1�
55 キタサンラブコール 牡2鹿 55 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 460± 01：09．42� 15．2�
11 タガノブルグ 牡2鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－141：09．5� 14．5�
22 オールパーパス 牡2栗 55 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：09．6� 1．9�
67 ロードストーム 牡2青鹿55 W．ビュイック 	ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 476－ 21：10．55 7．4


（英）

710	 コパノサムタイム 牡2鹿 55 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 438－ 2 〃 ハナ 167．9�
811 シシャモオージ 牡2黒鹿55 武 豊大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456－ 4 〃 クビ 6．8�
56 ヴ ォ ラ ー タ 牝2栗 54 松岡 正海藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414－ 41：10．92� 142．9
44 クリノジュロウジン 牡2栗 55 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 458＋ 2 〃 ハナ 50．6�
68 ファイトバック 牡2黒鹿55 M．デムーロ宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 478＋24 〃 ハナ 24．1�

（仏）

812	 ピンクノサイロ 牝2鹿 54 国分 優作小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 442－ 21：15．8大差 158．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，846，300円 複勝： 41，502，800円 枠連： 14，933，900円
馬連： 70，225，100円 馬単： 51，425，800円 ワイド： 28，944，000円
3連複： 85，215，200円 3連単： 188，593，300円 計： 515，686，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 700円 � 210円 � 330円 枠 連（3－7） 8，370円

馬 連 �� 7，080円 馬 単 �� 19，510円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 3，920円 �� 990円

3 連 複 ��� 22，930円 3 連 単 ��� 189，880円

票 数

単勝票数 計 348463 的中 � 11657（7番人気）
複勝票数 計 415028 的中 � 13261（8番人気）� 64644（2番人気）� 32178（6番人気）
枠連票数 計 149339 的中 （3－7） 1318（21番人気）
馬連票数 計 702251 的中 �� 7326（22番人気）
馬単票数 計 514258 的中 �� 1946（50番人気）
ワイド票数 計 289440 的中 �� 3958（22番人気）�� 1769（34番人気）�� 7484（11番人気）
3連複票数 計 852152 的中 ��� 2743（58番人気）
3連単票数 計1885933 的中 ��� 733（386番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―11．6―11．2―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．8―35．4―46．6―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロアンバー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．6．29 中京11着

2011．3．12生 牝2青鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 5戦2勝 賞金 16，808，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンクノサイロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月17日まで平地競

走に出走できない。
※ピンクノサイロ号は，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。

3107011月17日 晴 良 （25京都5）第6日 第10競走 ��1，800�
き ぬ が さ

衣 笠 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

23 ウ リ ウ リ 牝3青 53 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 454－ 21：47．1 1．8�

59 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 C．ルメール �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472－ 41：47．2� 27．3�
（仏）

713 イリュミナンス 牝3鹿 53 武 豊中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 468－ 6 〃 クビ 6．3�
712 フィロパトール 牝4鹿 55 石橋 脩高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 466± 01：47．51� 28．4�
34 デルマイザナミ 牝4鹿 55 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 448± 0 〃 クビ 36．8�
47 ラシンティランテ 牝4栗 55 R．ムーア 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 41：47．6� 7．3


（英）

610 スリーカーニバル 牝3鹿 53 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 456－ 2 〃 ハナ 49．7�
814 ダンツカナリー 牝3青鹿53 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 478－ 21：47．7� 12．2�
11 カ ノ ン 牝3鹿 53 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454± 0 〃 ハナ 87．9
815 アルアマーナ 牝4鹿 55 W．ビュイック 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 426－ 41：47．8� 51．2�

（英）

611 ウインミーティア 牝4栗 55 藤岡 康太�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 61：47．9� 16．6�
58 リトルダーリン 牝5黒鹿55 M．バルザローナ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント 434－ 41：48．0クビ 152．1�

（英）

35 マイファーストラヴ 牝7青鹿55 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 460＋ 81：48．1� 118．9�
46 � タンスチョキン 牝3鹿 53 蛯名 正義栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462＋ 21：48．31	 178．1�
22 ビッグスマイル 牝5黒鹿55 M．デムーロ西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 464＋ 8 〃 クビ 12．6�

（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，749，000円 複勝： 69，102，200円 枠連： 27，764，800円
馬連： 124，712，500円 馬単： 79，682，100円 ワイド： 52，618，000円
3連複： 163，137，200円 3連単： 325，034，200円 計： 889，800，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 390円 � 180円 枠 連（2－5） 1，480円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 780円 �� 310円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 18，380円

票 数

単勝票数 計 477490 的中 � 217602（1番人気）
複勝票数 計 691022 的中 � 221557（1番人気）� 31479（7番人気）� 92184（2番人気）
枠連票数 計 277648 的中 （2－5） 13904（6番人気）
馬連票数 計1247125 的中 �� 45864（6番人気）
馬単票数 計 796821 的中 �� 21047（8番人気）
ワイド票数 計 526180 的中 �� 16052（7番人気）�� 48375（2番人気）�� 6167（22番人気）
3連複票数 計1631372 的中 ��� 27045（12番人気）
3連単票数 計3250342 的中 ��� 13056（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．3―48．6―1：00．7―1：12．8―1：24．6―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ リ ウ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．13 京都2着

2010．2．11生 牝3青 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 12戦3勝 賞金 57，060，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

２レース目



3107111月17日 晴 良 （25京都5）第6日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，600�第30回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000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

1：31．8
1：30．7
1：31．8

良
良
良

35 トーセンラー 牡5黒鹿57 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋ 41：32．4 4．7�
24 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440± 01：32．61 7．5�
713 ダノンシャーク 牡5鹿 57 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 444＋ 81：32．7� 3．8�
11 コパノリチャード 牡3黒鹿56 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 488－ 21：33．01� 14．9�
510 ドナウブルー 牝5鹿 55 W．ビュイック 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 アタマ 27．0


（英）

47 	 サンレイレーザー 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 524＋ 2 〃 アタマ 60．9�
12 サダムパテック 牡5鹿 57 和田 竜二大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516± 0 〃 アタマ 11．2�
23 レッドオーヴァル 牝3鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 アタマ 29．7

（仏）

816 グランプリボス 牡5鹿 57 C．ルメール�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510－ 21：33．1� 15．0�
（仏）

818 リアルインパクト 牡5鹿 57 戸崎 圭太 	キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 520－ 81：33．2
 34．1�
612 ク ラ レ ン ト 牡4栗 57 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 502＋121：33．3
 7．5�
59 ダノンヨーヨー 牡7栗 57 幸 英明�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516＋ 6 〃 ハナ 177．1�
714 リルダヴァル 牡6栗 57 M．バルザローナ 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋101：33．4� 75．7�

（英）

36 ガ ル ボ 牡6青 57 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 468－ 61：33．61
 99．0�
817 マイネイサベル 牝5鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 472－101：33．81� 30．9�
715 ダークシャドウ 牡6栗 57 R．ムーア 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 504－101：34．01 19．7�

（英）

611 サクラゴスペル 牡5黒鹿57 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 476± 01：34．21
 70．6�
48 カレンブラックヒル 牡4黒鹿57 岩田 康誠鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464－ 81：34．51� 18．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 417，920，000円 複勝： 588，876，300円 枠連： 424，734，200円 馬連： 1，900，500，300円 馬単： 912，382，400円
ワイド： 589，908，200円 3連複： 2，832，783，500円 3連単： 5，035，619，900円 5重勝： 668，122，900円 計： 13，370，847，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 210円 � 140円 枠 連（2－3） 1，630円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 800円 �� 390円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 12，450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����� 97，220円

票 数

単勝票数 計4179200 的中 � 708481（2番人気）
複勝票数 計5888763 的中 � 839932（2番人気）� 640046（3番人気）� 1334379（1番人気）
枠連票数 計4247342 的中 （2－3） 193094（6番人気）
馬連票数 計19005003 的中 �� 727653（4番人気）
馬単票数 計9123824 的中 �� 207518（8番人気）
ワイド票数 計5899082 的中 �� 169972（5番人気）�� 390419（1番人気）�� 329341（2番人気）
3連複票数 計28327835 的中 ���1004290（2番人気）
3連単票数 計50356199 的中 ��� 298561（12番人気）
5重勝票数 計6681229 的中 ����� 5072

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―46．8―58．3―1：09．5―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．1
3 1，6（4，12）18（2，8）（13，16）（11，14）（3，15，17）（5，10）（7，9） 4 1（6，12）（4，18）（2，8，13）（11，14，16）（3，17）（5，15）（7，10）9

勝馬の
紹 介

トーセンラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー 2010．11．7 京都1着

2008．4．21生 牡5黒鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image 20戦4勝 賞金 405，610，000円
〔制裁〕 リアルインパクト号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：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。
（非抽選馬） 2頭 スピリタス号・ダノンプログラマー号
※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。

3107211月17日 晴 稍重 （25京都5）第6日 第12競走 ��
��1，200�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

713 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 57 戸崎 圭太井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 478＋ 81：11．0 16．7�
815 ウィキマジック 牡5黒鹿57 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 516－ 61：11．21� 3．5�
612	 タ ー ル タ ン 牡5芦 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 494＋ 4 〃 アタマ 10．7�
12 	 インディーズゲーム 牡5鹿 57 石橋 脩薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 472＋ 41：11．62
 4．1�
510 オーラレガーレ 牝5青鹿55 秋山真一郎吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 462－ 61：11．7
 146．5�
47 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿55 松岡 正海岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506± 01：11．8� 216．3	
24 ワールドエンド 牡4鹿 57 R．ムーア Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 新冠伊藤牧場 518－ 41：11．9クビ 6．3


（英）

11 � ズ ン ダ モ チ 牡7芦 57 C．ルメール 吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 542＋ 2 〃 クビ 14．2�
（仏）

611 サザンブレイズ 牡5栗 57 上村 洋行南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478－ 21：12．11� 122．1�
36 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 506＋ 41：12．2クビ 15．9
23 マ ル コ フ ジ 牡5栗 57 川田 将雅岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 474＋ 4 〃 クビ 9．0�
35 リッカアリュール 牡7栗 57 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 494－ 81：12．51� 295．7�
714 ホクトキングダム 牡5青鹿57 武 幸四郎布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 496－ 2 〃 ハナ 175．8�
48 ツリーズオブホープ 牡6栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 466－ 2 〃 ハナ 78．9�
59 グレイスフルリープ 牡3栗 56 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 542＋10 〃 クビ 8．3�
816	 エイシンラトゥナ 牝3黒鹿54 蛯名 正義平井 克彦氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans 506－ 21：12．6
 86．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，331，900円 複勝： 118，831，500円 枠連： 53，413，000円
馬連： 214，750，700円 馬単： 117，991，700円 ワイド： 91，791，400円
3連複： 293，842，500円 3連単： 559，935，100円 計： 1，525，887，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 500円 � 180円 � 340円 枠 連（7－8） 2，350円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 9，550円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，430円 �� 930円

3 連 複 ��� 11，260円 3 連 単 ��� 83，250円

票 数

単勝票数 計 753319 的中 � 35728（9番人気）
複勝票数 計1188315 的中 � 53066（9番人気）� 223840（2番人気）� 86700（6番人気）
枠連票数 計 534130 的中 （7－8） 16797（11番人気）
馬連票数 計2147507 的中 �� 41375（19番人気）
馬単票数 計1179917 的中 �� 9121（47番人気）
ワイド票数 計 917914 的中 �� 15928（22番人気）�� 9088（32番人気）�� 25108（10番人気）
3連複票数 計2938425 的中 ��� 19276（48番人気）
3連単票数 計5599351 的中 ��� 4964（318番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―11．8―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．1―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ビ ン ド ゥ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Ashkalani デビュー 2011．10．2 中山2着

2009．3．26生 牡4栗 母 リトルナムラ 母母 フ ェ ナ 18戦5勝 賞金 71，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 キクノフレヴァン号・ケージーハヤブサ号・シルバーキセキ号・トレボーネ号・ヤマノサファイア号・

ルミナスウイング号
※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。

５レース目



（25京都5）第6日 11月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

366，240，000円
12，200，000円
6，800，000円
32，560，000円
64，937，500円
5，138，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
757，429，000円
1，158，661，800円
618，682，000円
2，654，905，000円
1，408，252，500円
940，050，000円
3，853，975，300円
6，972，473，700円
668，122，900円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 19，032，552，200円

総入場人員 34，363名 （有料入場人員 31，226名）
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