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2807310月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第1競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

815� フィドゥーシア 牝2鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Co. LTD. 468－ 41：12．1 1．5�

814 アカリアイドル 牝2栗 54 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 B474－ 21：13．05 5．8�
611 ミ ツ バ 牡2鹿 55 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 444－ 21：13．1� 40．4�
11 ヒラボククラウン 牡2栗 55 岩田 康誠�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 458＋ 41：13．52	 4．4�
713 デンコウコハク 牝2栗 54 小林 徹弥田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 440－ 41：13．6� 388．4�
22 ニホンピロヘーラー 牝2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 488－ 4 〃 アタマ 14．5	
23 メイショウクオン 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好
氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 502＋ 21：13．7	 56．4�
59 ウインドファースト 牡2黒鹿55 小牧 太福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 508＋241：14．12	 131．9�
610 マイネルジャスト 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 畠山牧場 452± 01：14．31
 58．2
47 セイユニコーン 牡2芦 55 太宰 啓介金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 454＋ 2 〃 ハナ 326．9�
35 ナムラジョフレ 牡2黒鹿55 福永 祐一奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 420＋ 21：14．51
 28．4�
58 オイルタウン 牡2栗 55 菱田 裕二山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 134．3�
46 タマモスマッシュ 牡2鹿 55 藤岡 佑介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 432± 01：15．99 256．5�
34 ローズウィップ 牝2鹿 54 D．ペロヴィッチ 山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 434± 01：16．0クビ 227．7�

（伊）

712 タカノロンシャン 牡2芦 55 国分 恭介山口多賀司氏 梅田 康雄 新冠 村上 欽哉 468± 01：16．53 376．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，689，300円 複勝： 100，629，900円 枠連： 15，820，900円
馬連： 56，160，200円 馬単： 41，357，600円 ワイド： 31，331，400円
3連複： 77，729，800円 3連単： 154，166，600円 計： 507，885，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 420円 枠 連（8－8） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 190円 �� 700円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 306893 的中 � 161447（1番人気）
複勝票数 計1006299 的中 � 708432（1番人気）� 70397（3番人気）� 16484（6番人気）
枠連票数 計 158209 的中 （8－8） 33373（2番人気）
馬連票数 計 561602 的中 �� 119899（2番人気）
馬単票数 計 413576 的中 �� 65995（2番人気）
ワイド票数 計 313314 的中 �� 53392（2番人気）�� 10064（7番人気）�� 5944（12番人気）
3連複票数 計 777298 的中 ��� 26116（7番人気）
3連単票数 計1541666 的中 ��� 27355（11番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．9―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．3―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フィドゥーシア �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．9．14 阪神2着

2012．2．17生 牝2鹿 母 Believe 母母 Great Christine 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔その他〕 タカノロンシャン号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。

2807410月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35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

57 ニューエディション 牝2黒鹿54 福永 祐一 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 438＋ 21：21．6 3．2�

69 ビットレート 牝2栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 クビ 2．8�
58 グランディフローラ 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 466－ 61：21．91� 4．2�
46 ノースファンタジー 牝2鹿 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 浦河 三嶋牧場 500＋ 2 〃 アタマ 13．1�
11 グレイスミノル 牝2青鹿54 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 468－ 21：22．0� 23．2�
712 メイショウミソラ 牝2栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 456± 0 〃 クビ 9．4	
33 パイアタウン 牝2栗 54 幸 英明金子真人ホール

ディングス
 吉田 直弘 日高 白井牧場 446± 01：22．31� 84．0�
610 エ ア ル ナ 牝2栗 54 菱田 裕二 
ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 398＋101：22．61� 110．9�
34 ウォーターメアヌイ 牝2鹿 54 D．ペロヴィッチ 山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 442－ 61：22．91� 148．8

（伊）

22 アグリナンバーワン 牝2青鹿54 池添 謙一アグリRC 飯田 雄三 浦河 杵臼斉藤牧場 406－ 21：23．11� 52．8�
711 マヤジョワイユ 牝2鹿 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 452± 0 〃 クビ 203．7�
814 ボーベルレーヌ 牝2黒鹿54 川島 信二 
ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 458± 01：23．31� 270．1�
45 サンフレイム 牝2芦 54 松山 弘平 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478＋141：23．62 27．4�
813 スキースクール 牝2青鹿54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 4 〃 クビ 25．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，824，300円 複勝： 35，800，200円 枠連： 13，819，100円
馬連： 51，768，700円 馬単： 30，003，900円 ワイド： 27，996，500円
3連複： 69，082，600円 3連単： 111，410，900円 計： 362，706，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（5－6） 210円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 210円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 228243 的中 � 56019（2番人気）
複勝票数 計 358002 的中 � 89288（1番人気）� 77878（2番人気）� 69533（3番人気）
枠連票数 計 138191 的中 （5－6） 49667（1番人気）
馬連票数 計 517687 的中 �� 103858（1番人気）
馬単票数 計 300039 的中 �� 29611（2番人気）
ワイド票数 計 279965 的中 �� 41631（1番人気）�� 30612（3番人気）�� 32883（2番人気）
3連複票数 計 690826 的中 ��� 126743（1番人気）
3連単票数 計1114109 的中 ��� 41316（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．3―46．0―58．0―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニューエディション �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2014．7．27 中京3着

2012．3．21生 牝2黒鹿 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline 3戦1勝 賞金 8，100，000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。

第４回 京都競馬 第７日



2807510月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時05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

59 アッシュゴールド 牡2栗 55 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋ 61：34．1 3．4�

36 ヴェルステルキング 牡2鹿 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：34．2� 9．7�
48 アイファーサンディ 牡2鹿 55 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 452＋ 41：34．52 19．9�
816 ノスタルジー 牝2鹿 54 横山 典弘安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 472－ 81：34．82 30．6�
47 センターピース 牡2栗 55 岩田 康誠水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460－ 41：34．9� 4．5�
713 トウケイリニア 牡2鹿 55 武 豊木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 440＋101：35．0� 40．6	
24 オ デ ッ タ 牝2黒鹿54 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 450－ 21：35．1� 11．2

35 コウエイサムライ 牡2芦 55 蛯名 正義西岡 静男氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 456－ 61：35．41� 69．4�
11 マツリダアンバター 牡2黒鹿55 古川 吉洋髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 452＋ 61：35．61� 316．3�
612 ブライトボイス 牡2栗 55 北村 友一宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 480＋ 21：36．34 13．9
611 ダ ン シ ン グ 牝2栗 54 D．ペロヴィッチ 副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 498－ 6 〃 クビ 12．9�

（伊）

12 イチザサムライ 牡2栗 55 菱田 裕二奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 458＋ 41：36．4� 63．3�
815 ディファースト 牡2鹿 55 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 490＋101：36．5� 33．6�
23 メイショウワカアユ 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 454＋101：36．92� 4．4�
510 ラ ス キ ー ヌ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 61：37．0� 235．1�
714 ワールドカップ 牡2黒鹿55 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 468－ 41：37．53 515．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，011，300円 複勝： 50，601，400円 枠連： 19，549，600円
馬連： 63，083，100円 馬単： 33，629，200円 ワイド： 34，768，700円
3連複： 84，450，300円 3連単： 109，225，900円 計： 429，319，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 250円 � 370円 枠 連（3－5） 1，550円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，670円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 10，520円 3 連 単 ��� 33，020円

票 数

単勝票数 計 340113 的中 � 79359（1番人気）
複勝票数 計 506014 的中 � 82191（3番人気）� 53258（4番人気）� 30253（7番人気）
枠連票数 計 195496 的中 （3－5） 9770（9番人気）
馬連票数 計 630831 的中 �� 32303（4番人気）
馬単票数 計 336292 的中 �� 11889（3番人気）
ワイド票数 計 347687 的中 �� 11087（6番人気）�� 5292（22番人気）�� 3594（30番人気）
3連複票数 計 844503 的中 ��� 6016（37番人気）
3連単票数 計1092259 的中 ��� 2398（82番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．6―12．0―12．3―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．4―46．0―58．0―1：10．3―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッシュゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．7．26 中京6着

2012．1．31生 牡2栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2807610月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35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

710 ティアップブロンド 牝2栗 54 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 496 ―1：25．9 3．7�
56 ツーエムマイスター 牡2黒鹿55 太宰 啓介水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452 ―1：26．21� 2．2�
44 セイジャッカル 牡2鹿 55 菱田 裕二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 460 ―1：26．51� 31．5�
67 サトノハーデス 牡2鹿 55 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472 ― 〃 クビ 15．1�
33 ショウナンカウィー 牡2栗 55 福永 祐一国本 哲秀氏 浜田多実雄 新冠 ハシモトフアーム 484 ― 〃 ハナ 10．6�
811 デルニエアトゥー 牡2黒鹿55 岩田 康誠前田 晋二氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 492 ―1：27．24 5．5�
22 モズフリムカナイデ 牝2芦 54 小牧 太北側 雅司氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 440 ―1：27．3� 12．7	
812 サンディークス 牡2黒鹿55 吉田 隼人 
キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 444 ―1：28．04 31．0�
11 シゲルナマハゲ 牡2鹿 55 蛯名 正義森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 436 ―1：28．31� 63．2�
79 ツジスーパーハヤテ 牡2鹿 55 藤田 伸二辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 石田牧場 454 ― 〃 クビ 75．1
55 ロードエスペランサ 牡2鹿 55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 高橋 康之 浦河 高村牧場 484 ―1：31．3大差 60．5�

（11頭）
68 ジョウショームーン 牡2鹿 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 中地 義次 488 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，118，300円 複勝： 27，015，500円 枠連： 12，078，100円
馬連： 41，602，200円 馬単： 28，606，200円 ワイド： 21，857，500円
3連複： 52，315，400円 3連単： 86，433，400円 計： 294，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 450円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，460円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 13，370円

票 数

単勝票数 差引計 241183（返還計 1421） 的中 � 51515（2番人気）
複勝票数 差引計 270155（返還計 2434） 的中 � 53753（2番人気）� 67585（1番人気）� 9889（7番人気）
枠連票数 差引計 120781（返還計 197） 的中 （5－7） 23441（1番人気）
馬連票数 差引計 416022（返還計 8179） 的中 �� 73130（1番人気）
馬単票数 差引計 286062（返還計 4957） 的中 �� 18913（3番人気）
ワイド票数 差引計 218575（返還計 5303） 的中 �� 34266（1番人気）�� 3276（18番人気）�� 4813（14番人気）
3連複票数 差引計 523154（返還計 20630） 的中 ��� 11801（11番人気）
3連単票数 差引計 864334（返還計 28216） 的中 ��� 4686（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―47．6―59．9―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップブロンド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2012．5．31生 牝2栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ジョウショームーン号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。



2807710月26日 晴 良 （26京都4）第7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
2：00．3
1：59．9

良
良

47 タイセイアプローズ 牡2鹿 55 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 464 ―2：01．2 41．5�
59 オールマンリバー 牡2黒鹿55 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 484 ―2：01．41� 2．9�
11 ウインガニオン 牡2黒鹿55 柴田 大知�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 468 ― 〃 ハナ 21．4�
814 ドラゴンマジック 牡2栗 55 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506 ―2：01．5� 13．3�
35 ノースストーム 牡2鹿 55 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 468 ―2：01．81� 100．1�
610 ラ デ ィ カ ル 牡2黒鹿55 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472 ― 〃 クビ 9．0	
23 レーゲンヴァルト 牡2栗 55 藤岡 康太 
社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 494 ―2：01．9クビ 6．6�
22 ハギノパトリオット 牡2黒鹿55 蛯名 正義日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 468 ―2：02．32	 13．1�
713 レ レ オ ー ネ 牡2鹿 55 北村 友一 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480 ―2：02．51� 9．6
58 ワールドレジェンド 牡2栗 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 474 ―2：02．6	 27．6�
46 タマモエトワール 牡2芦 55 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488 ―2：02．7	 36．3�
712 ヒルノデンハーグ 牡2栗 55 
島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 482 ―2：03．02 80．1�
34 ミスズダンディー 牡2鹿 55 池添 謙一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 484 ―2：03．1� 146．5�
815 ジェルヴェーズ 牝2鹿 54 小牧 太 
社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 526 ―2：04．37 29．7�
611 トーセンゲイル 牡2黒鹿55 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452 ―2：04．51� 4．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，985，800円 複勝： 41，023，400円 枠連： 18，594，400円
馬連： 58，689，300円 馬単： 31，430，100円 ワイド： 30，430，200円
3連複： 77，371，900円 3連単： 101，676，200円 計： 392，201，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 850円 � 160円 � 720円 枠 連（4－5） 2，730円

馬 連 �� 6，740円 馬 単 �� 18，020円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 8，130円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 35，270円 3 連 単 ��� 304，600円

票 数

単勝票数 計 329858 的中 � 6346（12番人気）
複勝票数 計 410234 的中 � 10196（11番人気）� 90900（1番人気）� 12195（10番人気）
枠連票数 計 185944 的中 （4－5） 5265（10番人気）
馬連票数 計 586893 的中 �� 6740（25番人気）
馬単票数 計 314301 的中 �� 1308（60番人気）
ワイド票数 計 304302 的中 �� 3378（27番人気）�� 944（75番人気）�� 5398（16番人気）
3連複票数 計 773719 的中 ��� 1645（115番人気）
3連単票数 計1016762 的中 ��� 242（872番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．8―12．7―12．3―12．6―11．9―11．7―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―36．1―48．8―1：01．1―1：13．7―1：25．6―1：37．3―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイアプローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2012．2．18生 牡2鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タイセイアプローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 アーミーバローズ号（疾病〔右寛跛行〕のため）

2807810月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第6競走 ��1，200�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

712 ジャコカッテ 牡3栗 55 岩田 康誠晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 494＋ 81：11．4 4．1�
33 セイウンチカラ 牡4鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 496＋ 61：11．5� 2．5�
46 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 菱田 裕二横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 488± 01：11．71� 11．2�
813� ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 482± 01：12．01	 23．2�
11 � スリーエスペラント 牡4栗 57 太宰 啓介永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 500－ 2 〃 クビ 102．2	
69 チェリーミルズ 牝4鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 6 〃 ハナ 13．0

22 スズカブリザード 牡8鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 514＋ 21：12．1� 107．7�
34 ペイシャモンシェリ 牡3鹿 55 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 454＋14 〃 アタマ 4．5�
610 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 444＋ 4 〃 ハナ 154．0
57 イルーシヴキャット 牝3栗 53 和田 竜二 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 472－ 61：12．31 35．2�
45 � アルティメイト 牝5青鹿55 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 460－ 21：12．83 118．8�
711 シゲルオウシザ 牡4栗 57 酒井 学森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 536± 0 〃 アタマ 143．4�
58 � ナリタマクリス 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 436± 01：13．22� 158．3�
814 メイショウユキチ 
4鹿 57 竹之下智昭松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 486－ 81：13．3クビ 9．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，572，200円 複勝： 41，873，000円 枠連： 18，303，900円
馬連： 63，624，100円 馬単： 35，828，600円 ワイド： 34，996，800円
3連複： 87，158，300円 3連単： 126，517，700円 計： 437，874，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 120円 � 200円 枠 連（3－7） 390円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 250円 �� 530円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 7，650円

票 数

単勝票数 計 295722 的中 � 57311（2番人気）
複勝票数 計 418730 的中 � 77657（2番人気）� 109842（1番人気）� 40092（4番人気）
枠連票数 計 183039 的中 （3－7） 35800（1番人気）
馬連票数 計 636241 的中 �� 71095（2番人気）
馬単票数 計 358286 的中 �� 20082（4番人気）
ワイド票数 計 349968 的中 �� 39553（2番人気）�� 15425（6番人気）�� 22174（4番人気）
3連複票数 計 871583 的中 ��� 38694（4番人気）
3連単票数 計1265177 的中 ��� 11984（17番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．2―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 4，3，12（7，13）－（2，9）（5，10）（1，6，8）（11，14） 4 ・（4，3）（7，13，12）－（2，9）（5，10）（1，6）8（11，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャコカッテ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Pulpit デビュー 2013．10．20 京都7着

2011．4．16生 牡3栗 母 イヴニングミスト 母母 Next Fall 8戦2勝 賞金 16，850，000円
〔発走状況〕 シゲルオウシザ号・メイショウユキチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウユキチ号は，平成26年10月27日から平成26年11月25日まで出走停止。停止期間の満

了後に開催競馬場で発走調教再審査。



2807910月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第7競走 ��
��1，800�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

55 � マ ス ク ゾ ロ 牡3黒鹿55 D．ペロヴィッチ 門野 重雄氏 岡田 稲男 米
Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

532－121：50．7 9．8�
（伊）

33 エノラブエナ 牡3鹿 55 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 552＋ 21：51．12	 2．4�
79 ラウンドロビン 牡5黒鹿57 岩田 康誠諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 442－ 41：52．05 3．5�
11 シーリーヴェール 牡3青鹿55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 470＋ 6 〃 クビ 6．9�
812 タマモネイヴィー 牡3鹿 55 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 488－ 21：52．42	 9．0	
44 タガノベルーガ 牝3鹿 53 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524± 01：52．5	 27．3

22 コピーライター 
4鹿 57 菱田 裕二グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 510＋ 41：52．6	 37．7�
710 リバーソウル 牡3黒鹿55 蛯名 正義林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 450－ 41：52．7	 12．5�
811 メイショウウタゲ 牡3栗 55 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 516－ 4 〃 クビ 25．6
68 スズカアドニス 牡4栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 486＋ 4 〃 ハナ 76．3�
67 ヴォルカヌス 牡3鹿 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 438± 01：55．4大差 135．4�
56 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 480－ 21：55．61� 134．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，077，600円 複勝： 41，907，600円 枠連： 15，683，000円
馬連： 66，926，800円 馬単： 38，883，500円 ワイド： 32，681，000円
3連複： 82，587，200円 3連単： 139，057，900円 計： 447，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 220円 � 120円 � 130円 枠 連（3－5） 1，280円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 470円 �� 570円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 300776 的中 � 24317（5番人気）
複勝票数 計 419076 的中 � 33440（5番人気）� 112643（1番人気）� 88509（2番人気）
枠連票数 計 156830 的中 （3－5） 9466（6番人気）
馬連票数 計 669268 的中 �� 41402（4番人気）
馬単票数 計 388835 的中 �� 8470（15番人気）
ワイド票数 計 326810 的中 �� 15920（6番人気）�� 12477（7番人気）�� 56381（1番人気）
3連複票数 計 825872 的中 ��� 46735（3番人気）
3連単票数 計1390579 的中 ��� 7878（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．4―49．3―1：02．2―1：14．5―1：26．3―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ ス ク ゾ ロ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．8．3 新潟13着

2011．2．18生 牡3黒鹿 母 Saravati 母母 Our Dani 6戦2勝 賞金 13，450，000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。

2808010月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第8競走 ��
��1，400�な で し こ 賞

発走13時55分 （ダート・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

78 � ワンダフルラスター 牡2鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift
Farm LLC 506－ 61：25．2 1．9�

810 ブルドッグボス 牡2鹿 55 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 516＋ 6 〃 クビ 4．3�
11 � フォンタネットポー 牝2栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 510－ 41：25．83	 6．3�
22 ボクノナオミ 牝2鹿 54 蛯名 正義塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋101：25．9クビ 12．5�
77 ラブミークン 牡2栗 55 岩田 康誠小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 466± 0 〃 クビ 7．1�
89 メイショウオオラカ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 436－ 21：26．43 31．9	
44 アイファーサラオー 牡2鹿 55 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 480－ 61：26．71
 23．1

55 � グラブザフラッグ 牡2栗 55 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 484± 01：26．91� 38．3�
66 キモンダッシュ 牡2鹿 55 和田 竜二小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 466－ 61：29．5大差 28．7�
33 � ウ ー マ ン 牝2青鹿54 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 446＋ 21：29．6クビ 175．8

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，067，600円 複勝： 59，372，800円 枠連： 15，379，600円
馬連： 78，623，300円 馬単： 50，912，000円 ワイド： 36，755，000円
3連複： 92，269，900円 3連単： 189，705，900円 計： 568，086，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 450円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 450676 的中 � 181459（1番人気）
複勝票数 計 593728 的中 � 235175（1番人気）� 68103（4番人気）� 78302（3番人気）
枠連票数 計 153796 的中 （7－8） 34961（1番人気）
馬連票数 計 786233 的中 �� 127379（1番人気）
馬単票数 計 509120 的中 �� 46004（2番人気）
ワイド票数 計 367550 的中 �� 44942（2番人気）�� 45926（1番人気）�� 17831（4番人気）
3連複票数 計 922699 的中 ��� 102793（1番人気）
3連単票数 計1897059 的中 ��� 61709（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．5―12．7―12．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．5―36．0―48．7―1：01．2―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワンダフルラスター �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 Speightstown デビュー 2014．9．13 阪神1着

2012．1．26生 牡2鹿 母 Greer Lynn 母母 Roll Over Baby 3戦2勝 賞金 20，997，000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。



2808110月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第9競走 ��
��1，200�

み ぶ

壬 生 特 別
発走14時25分 （芝・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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 アットウィル 牡4栗 57 蛯名 正義宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 490－ 21：07．5 6．7�
47 エーシンエムディー 牝5黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 480± 01：07．71 3．6�
59 アリュージョン 牝3鹿 53 福永 祐一 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 472＋ 4 〃 ハナ 6．8�
48 キタサンラブコール 牡3鹿 55 藤田 伸二�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 466＋ 4 〃 クビ 12．2�
23 ビットスターダム 牡6芦 57 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 462＋ 21：07．8クビ 157．4	
36 アドマイヤクーガー 牡6栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 52．4

713 ラヴァーズポイント 牝4青鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 504＋ 2 〃 クビ 17．3�
816 キンシノキセキ 牡3鹿 55 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 41：07．9クビ 8．9�
611 ラインハート 牝3鹿 53 岩田 康誠 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B448± 0 〃 クビ 14．5
714 オトコギマサムネ 牡3鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474＋161：08．0クビ 16．3�
35 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 482－ 4 〃 ハナ 22．3�
24 メイショウブイダン 牡3鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 462＋ 2 〃 クビ 6．8�
815 ツィンクルソード 牡3芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 474－ 41：08．1� 31．9�
510 サンセットスカイ 牡4栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B492＋141：08．2	 23．5�
11 マイティースコール 牡6栗 57 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 158．7�
612 ライブリシュネル 牡4鹿 57 P．ブドー 加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 490＋121：08．3	 142．8�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，373，700円 複勝： 68，644，600円 枠連： 32，161，000円
馬連： 127，900，100円 馬単： 57，471，500円 ワイド： 56，263，300円
3連複： 174，091，900円 3連単： 241，185，300円 計： 799，091，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 150円 � 240円 枠 連（1－4） 1，280円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 600円 �� 850円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 18，200円

票 数

単勝票数 計 413737 的中 � 48852（2番人気）
複勝票数 計 686446 的中 � 80625（2番人気）� 147777（1番人気）� 64105（4番人気）
枠連票数 計 321610 的中 （1－4） 19362（5番人気）
馬連票数 計1279001 的中 �� 64679（2番人気）
馬単票数 計 574715 的中 �� 13296（6番人気）
ワイド票数 計 562633 的中 �� 24661（2番人気）�� 16621（8番人気）�� 21074（3番人気）
3連複票数 計1740919 的中 ��� 34047（4番人気）
3連単票数 計2411853 的中 ��� 9605（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．7―10．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―33．8―44．6―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アットウィル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．6．17 函館1着

2010．2．7生 牡4栗 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ 12戦3勝 賞金 59，472，000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。

2808210月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第10競走
英雄

��
��2，400�ディープインパクトカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，25．10．19以降26．10．19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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 トウシンモンステラ 牡4黒鹿56 武 豊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 478－ 62：22．8 2．4�
55 リメインサイレント 牝4鹿 53 福永 祐一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 492＋ 42：22．9� 3．7�
22 アドマイヤケルソ 牡6栗 55 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484－ 22：23．0� 16．8�
66 スズカデヴィアス 牡3黒鹿53 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 494＋ 8 〃 アタマ 9．4�
89 タ イ タ ン 牡6栗 55 横山 典弘深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484＋162：23．1� 69．0	
33 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋102：23．2� 11．0

44 マイネルアイザック 牡5黒鹿55 柴田 大知 �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 458＋ 82：23．52 23．0�
77 ジャイアントリープ 牡4芦 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 510＋ 62：23．6クビ 5．4�
810 テイエムイナズマ 牡4黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 508＋ 62：23．7� 15．9
78 ライジングサン 牡6栗 54 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 520－ 22：24．23 92．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，936，500円 複勝： 56，646，900円 枠連： 21，465，900円
馬連： 128，836，700円 馬単： 73，223，400円 ワイド： 49，646，500円
3連複： 142，645，500円 3連単： 309，267，400円 計： 827，668，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（1－5） 390円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 200円 �� 560円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 5，260円

票 数

単勝票数 計 459365 的中 � 150344（1番人気）
複勝票数 計 566469 的中 � 163107（1番人気）� 100748（2番人気）� 46826（6番人気）
枠連票数 計 214659 的中 （1－5） 41598（1番人気）
馬連票数 計1288367 的中 �� 259585（1番人気）
馬単票数 計 732234 的中 �� 87035（1番人気）
ワイド票数 計 496465 的中 �� 79070（1番人気）�� 20154（7番人気）�� 14068（12番人気）
3連複票数 計1426455 的中 ��� 58092（5番人気）
3連単票数 計3092674 的中 ��� 42612（13番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．1―11．9―12．0―12．1―12．6―12．6―11．9―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．7―34．8―46．7―58．7―1：10．8―1：23．4―1：36．0―1：47．9―1：59．2―2：10．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウシンモンステラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．14 京都1着

2010．2．13生 牡4黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 17戦5勝 賞金 89，702，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



2808310月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第11競走
JRA60周年記念

��
��3，000�第75回菊 花 賞（ＧⅠ）

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

内閣総理大臣賞・朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 112，000，000円 45，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，200，000円
付 加 賞 32，228，000円 9，208，000円 4，604，000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

3：02．7
3：02．5
3：02．7

良
良
良

12 トーホウジャッカル 牡3栗 57 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 484± 03：01．0レコード 6．9�
24 サウンズオブアース 牡3黒鹿57 蛯名 正義吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 496＋ 83：01．1� 8．6�
510 ゴールドアクター 牡3青鹿57 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 476－ 23：01．73� 19．6�
612 タガノグランパ 牡3鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋103：01．8� 32．6�
36 ショウナンラグーン 牡3黒鹿57 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞	湖 レイクヴィラファーム 474－ 8 〃 クビ 18．5�
816 サトノアラジン 牡3鹿 57 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522± 03：01．9� 26．2	
11 マイネルフロスト 牡3芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486± 03：02．11
 50．6

47 トーセンスターダム 牡3黒鹿57 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 アタマ 13．6�
715 ワンアンドオンリー 牡3黒鹿57 横山 典弘前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 83：02．2� 2．4
48 ワールドインパクト 牡3鹿 57 P．ブドー �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 ハナ 50．1�

（仏）

817 ヴォルシェーブ 牡3栗 57 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 83：02．41
 32．7�
59 ハギノハイブリッド 牡3栗 57 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 450＋ 23：02．5� 25．2�
713 ミヤビジャスパー 牡3鹿 57 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 496± 03：02．6� 65．8�
818 メイショウスミトモ 牡3鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 63：03．45 192．9�
35 シャンパーニュ 牡3芦 57 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 482＋ 23：04．03� 149．7�
714 トゥザワールド 牡3鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520＋ 23：05．27 5．3�
611 アドマイヤランディ 牡3栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512＋ 43：05．41
 229．9�
23 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿57 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 494＋ 63：08．1大差 152．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 638，367，500円 複勝： 622，032，500円 枠連： 564，219，800円 馬連： 2，359，621，300円 馬単： 1，165，878，400円
ワイド： 753，429，200円 3連複： 3，224，087，600円 3連単： 6，609，622，300円 5重勝： 768，807，800円 計： 16，706，066，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 280円 � 270円 � 520円 枠 連（1－2） 2，310円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，940円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 13，340円 3 連 単 ��� 59，220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����� 31，656，790円

票 数

単勝票数 計6383675 的中 � 735304（3番人気）
複勝票数 計6220325 的中 � 613476（4番人気）� 638649（3番人気）� 279780（6番人気）
枠連票数 計5642198 的中 （1－2） 189031（9番人気）
馬連票数 計23596213 的中 �� 737103（7番人気）
馬単票数 計11658784 的中 �� 195308（14番人気）
ワイド票数 計7534292 的中 �� 210433（6番人気）�� 98512（19番人気）�� 88287（22番人気）
3連複票数 計32240876 的中 ��� 181256（36番人気）
3連単票数 計66096223 的中 ��� 80913（166番人気）
5重勝票数 計7688078 的中 ����� 17

ハロンタイム 13．0―12．0―12．0―12．0―11．9―11．7―12．4―12．5―12．3―12．4―12．2―11．7―11．7―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．0―37．0―49．0―1：00．9―1：12．6―1：25．0―1：37．5―1：49．8―2：02．2―2：14．4―2：26．1

2，600� 2，800�
―2：37．8―2：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．6―3F34．9
1
�

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

トーホウジャッカル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．5．31 京都10着

2011．3．11生 牡3栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 7戦3勝 賞金 175，280，000円
〔制裁〕 タガノグランパ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年11月1日から平成26年

11月9日まで騎乗停止。（被害馬：16番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 アグリッパーバイオ号・オウケンブラック号・スズカデヴィアス号・タガノゴールド号・ラングレー号
※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。

2808410月26日 晴 良 （26京都4）第7日 第12競走 ��
��1，400�

お お や ま ざ き

大 山 崎 特 別
発走16時25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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

11 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 55 岩田 康誠 �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 462－ 41：24．2 6．9�
611 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 458－ 4 〃 クビ 3．4�
59 フミノファルコン 牡4黒鹿57 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 534－121：24．3� 4．7�
510	 サンライズネオ 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 476＋ 41：24．5� 16．0�
816	 サトノデプロマット 牡4黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 500－ 4 〃 ハナ 3．7�
24 スランジバール 牡5鹿 57 藤岡 佑介	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476± 0 〃 アタマ 39．0

47 イーグルカザン 牡6鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 520＋ 41：24．6� 130．4�
23 ステイウェル 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 486± 01：24．7クビ 29．9�
12 シゲルケンシン 牡7鹿 57 太宰 啓介森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 474＋101：25．12
 92．9
815 ハ ヤ ブ サ 牡5鹿 57 幸 英明西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 470－ 2 〃 ハナ 104．4�
713 タガノナパヴァレー �5黒鹿57 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 61：25．42 52．5�
35 メイショウシンシア 牡3鹿 55 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 434± 0 〃 クビ 14．4�
36 ビートゴーズオン 牝3栗 53 川田 将雅 	社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：25．5クビ 12．9�
48 カイシュウタビビト 牡5芦 57 四位 洋文飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 498－101：25．6
 93．5�
714 ウエストハーバー 牡6栗 57 P．ブドー 加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 558＋181：25．92 197．6�
（仏）

612 スズカジョンブル 牡5鹿 57 D．ペロヴィッチ 永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458＋ 81：27．28 138．5�
（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，584，300円 複勝： 99，133，200円 枠連： 57，507，300円
馬連： 221，182，600円 馬単： 106，168，400円 ワイド： 92，151，800円
3連複： 265，525，000円 3連単： 474，469，900円 計： 1，395，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 140円 � 160円 枠 連（1－6） 1，130円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 420円 �� 570円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 11，970円

票 数

単勝票数 計 795843 的中 � 91549（4番人気）
複勝票数 計 991332 的中 � 108027（4番人気）� 206758（1番人気）� 168604（2番人気）
枠連票数 計 575073 的中 （1－6） 39101（5番人気）
馬連票数 計2211826 的中 �� 139968（4番人気）
馬単票数 計1061684 的中 �� 28662（8番人気）
ワイド票数 計 921518 的中 �� 55288（3番人気）�� 38564（6番人気）�� 84928（1番人気）
3連複票数 計2655250 的中 ��� 122268（2番人気）
3連単票数 計4744699 的中 ��� 28733（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．6―47．9―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードヴォルケーノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．11．9 京都4着

2011．3．22生 牡3鹿 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 9戦3勝 賞金 32，464，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マッシヴヒーロー号
※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。

５レース目



（26京都4）第7日 10月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

406，080，000円
2，080，000円
10，300，000円
47，710，000円
37，560，000円
65，498，500円
4，945，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
1，054，608，400円
1，244，681，000円
804，582，600円
3，318，018，400円
1，693，392，800円
1，202，307，900円
4，429，315，400円
8，652，739，400円
768，807，800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 23，168，453，700円

総入場人員 54，872名 （有料入場人員 50，120名）
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