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2809711月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

610 ナムラカモン 牡2栗 55 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 456－ 61：13．7 35．2�
57 シゲルゴホウサイ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 410＋ 41：14．02 80．3�
11 オレンジピークス 牡2鹿 55 藤岡 康太西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 516＋ 81：14．1� 14．5�
22 モントルルシュマン 牡2鹿 55 和田 竜二藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 446＋ 2 〃 ハナ 4．2�
711 トミケンモヴェール 牡2栗 55 川島 信二冨樫 賢二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452± 01：14．31� 175．8�
69 セイセイセイ 牡2鹿 55 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 434－ 21：14．4� 194．0�
712 ダ シ ヌ ケ 牡2栗 55 武 幸四郎中辻 明氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 480＋ 41：14．82� 16．3	
46 ローズウィップ 牝2鹿 54 森 一馬山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 428－ 61：14．9� 251．1

58 タマモワカサマ 牡2鹿 55 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 478＋ 21：15．0� 1．5�
814 コウエイトゥルース 牡2黒鹿55 小林 徹弥伊東 政清氏 森 秀行 新ひだか 元道牧場 520＋ 81：15．42� 41．4
45 パワーオブワード 牡2鹿 55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石ビクトリーファーム 428－10 〃 クビ 37．3�
813 シゲルワッショイ 牡2栗 55 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 462＋ 21：15．93 94．5�
33 マリアペスカ 牝2鹿 54 池添 謙一山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 452－ 21：16．75 78．0�
34 サカダッシュ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 478＋101：16．91 9．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，389，300円 複勝： 65，956，400円 枠連： 9，192，600円
馬連： 40，880，400円 馬単： 30，584，600円 ワイド： 20，873，500円
3連複： 53，280，100円 3連単： 100，055，100円 計： 338，212，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 1，710円 � 4，890円 � 1，490円 枠 連（5－6） 1，290円

馬 連 �� 94，010円 馬 単 �� 168，660円

ワ イ ド �� 16，040円 �� 3，930円 �� 8，870円

3 連 複 ��� 246，660円 3 連 単 ��� 1，769，260円

票 数

単勝票数 計 173893 的中 � 3944（6番人気）
複勝票数 計 659564 的中 � 10332（6番人気）� 3513（10番人気）� 11935（4番人気）
枠連票数 計 91926 的中 （5－6） 5515（4番人気）
馬連票数 計 408804 的中 �� 337（54番人気）
馬単票数 計 305846 的中 �� 136（103番人気）
ワイド票数 計 208735 的中 �� 334（56番人気）�� 1381（28番人気）�� 606（44番人気）
3連複票数 計 532801 的中 ��� 162（182番人気）
3連単票数 計1000551 的中 ��� 41（1025番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．3―12．4―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．7―48．1―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．0
3 1（2，14）7，12，4（3，8，10）（5，13）11－（6，9） 4 1，2，14，7，12（8，10）3（5，4，13）（11，9）6

勝馬の
紹 介

ナムラカモン �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2014．10．19 京都4着

2012．3．29生 牡2栗 母 ナムラシャルマン 母母 メローサウンド 2戦1勝 賞金 6，100，000円

2809811月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時20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

611 エンドオブジアース 牡2黒鹿55 川島 信二飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：55．6 48．5�
610 ヤマカツライデン 牡2黒鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 8 〃 クビ 2．1�
22 モルトベーネ 牡2栗 55 松山 弘平三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 454＋ 21：55．81� 8．2�
58 テイエムダイバート 牡2青 55 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 490－ 21：56．01� 110．4�
47 ビクトリーミノル 牡2栗 55 藤岡 佑介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484－ 61：56．1クビ 16．1�
23 	 セプティエーム 牡2芦 55 藤岡 康太吉田 和美氏 村山 明 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

B490－ 2 〃 アタマ 17．1�
815	 サウンドクラフト 牡2鹿 55 和田 竜二増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 464＋10 〃 ハナ 18．4	
814 ルナマジック 牡2鹿 55 幸 英明ニットー商事
 田中 章博 新冠 カミイスタット 484± 01：56．31� 4．0�
59 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 55 北村 友一森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 548＋ 21：56．62 7．4�
713 ダイワハッスル 牡2栃栗55 川須 栄彦大城 敬三氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484± 01：56．7クビ 35．4
35 クリノチクバオー 牡2栗 55 岡田 祥嗣栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 518± 01：56．91� 221．3�
11 カシノゼウス 牡2鹿 55 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 482＋ 41：58．9大差 67．3�
46 セ イ ブ ア ス 牡2鹿 55 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 496± 02：01．2大差 253．3�
34 ワンダーショット 牡2鹿 55 武 幸四郎 �サンデーレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 42：02．15 31．1�
（14頭）

712 タガノフォーエバー 牡2鹿 55 太宰 啓介八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B528＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，479，000円 複勝： 18，411，800円 枠連： 9，778，900円
馬連： 26，446，200円 馬単： 15，336，100円 ワイド： 14，327，100円
3連複： 32，163，600円 3連単： 43，111，700円 計： 172，054，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，850円 複 勝 � 860円 � 120円 � 250円 枠 連（6－6） 8，140円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 20，170円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 6，250円 �� 460円

3 連 複 ��� 15，520円 3 連 単 ��� 120，210円

票 数

単勝票数 差引計 124790（返還計 19864） 的中 � 2055（10番人気）
複勝票数 差引計 184118（返還計 26906） 的中 � 3574（10番人気）� 58842（1番人気）� 16011（4番人気）
枠連票数 差引計 97789（返還計 637） 的中 （6－6） 931（19番人気）
馬連票数 差引計 264462（返還計101143） 的中 �� 2896（20番人気）
馬単票数 差引計 153361（返還計 54371） 的中 �� 570（47番人気）
ワイド票数 差引計 143271（返還計 48627） 的中 �� 1547（23番人気）�� 553（44番人気）�� 8877（3番人気）
3連複票数 差引計 321636（返還計204075） 的中 ��� 1554（43番人気）
3連単票数 差引計 431117（返還計294027） 的中 ��� 260（319番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．3―49．1―1：02．5―1：16．0―1：29．5―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．6
1
3
1（2，3，9，10）－5（14，15）－8（4，13）－6，7－11
1，3（9，10）2（5，14）（15，13）（4，7）（8，11）＝6

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

勝馬の
紹 介

エンドオブジアース �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Vindication デビュー 2014．9．14 阪神12着

2012．5．24生 牡2黒鹿 母 ワンダフルスキル 母母 President’s Girl 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外・発走状況〕 タガノフォーエバー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競

走除外。発走時刻5分遅延。
ビクトリーミノル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔制裁〕 エンドオブジアース号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タガノフォーエバー号は，平成26年11月3日から平成26年12月2日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイブアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月2日まで平地競走に

出走できない。
ワンダーショット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年1月2日まで平地競
走に出走できない。

第４回 京都競馬 第９日



2809911月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

55 ティーエスクライ 牝2芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446＋ 21：34．7 1．5�
68 ネオスターダム 牡2黒鹿55 松山 弘平一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476± 01：34．91� 3．9�
11 ピースオブジャパン 牡2栗 55 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 484＋181：35．21� 5．8�
812 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 484＋ 41：35．73 14．3�
33 ウエスタンルーポ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 496＋101：36．01� 32．6�
811 シェーンファルコ �2鹿 55 太宰 啓介釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 460± 01：36．21� 86．3�
79 ハマノマーキュリー 牡2栗 55 岡田 祥嗣浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 416＋ 2 〃 アタマ 81．8	
22 ナムラジョフレ 牡2黒鹿55 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 420± 01：36．73 43．4

67 コスモアルゴル 牡2鹿 55 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 佐々木 恵一 474＋ 81：37．01� 61．0�
56 キラメキオトメ 牝2青鹿54 酒井 学�イクタ 作田 誠二 日高 長谷川 一男 418－ 8 〃 アタマ 144．0
710 タケルクラウン 牡2鹿 55 幸 英明森 保彦氏 坂口 正則 浦河 中村 雅明 448＋ 61：37．42� 62．8�
44 ス ズ ミ サ キ 牝2鹿 54 国分 優作三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 沖田 博志 436－ 41：38．57 225．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，254，300円 複勝： 94，133，400円 枠連： 11，443，600円
馬連： 44，350，100円 馬単： 38，745，200円 ワイド： 26，361，700円
3連複： 59，929，900円 3連単： 151，712，600円 計： 447，930，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 180円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 110円 �� 160円 �� 260円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 550円

票 数

単勝票数 計 212543 的中 � 108500（1番人気）
複勝票数 計 941334 的中 � 744973（1番人気）� 70232（2番人気）� 45073（3番人気）
枠連票数 計 114436 的中 （5－6） 46729（1番人気）
馬連票数 計 443501 的中 �� 179721（1番人気）
馬単票数 計 387452 的中 �� 123343（1番人気）
ワイド票数 計 263617 的中 �� 78875（1番人気）�� 37646（2番人気）�� 17886（3番人気）
3連複票数 計 599299 的中 ��� 176337（1番人気）
3連単票数 計1517126 的中 ��� 198482（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―11．9―12．0―12．1―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．3―47．2―59．2―1：11．3―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーエスクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2014．9．20 阪神2着

2012．3．28生 牝2芦 母 レイナワルツ 母母 レイナロバリー 3戦1勝 賞金 9，800，000円

2810011月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時20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
1：11．0
1：10．2

重
不良

78 スマートアヴァロン 牡2黒鹿55 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 482 ―1：13．3 5．5�
810 ナムラスター 牡2黒鹿55 小牧 太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 468 ―1：13．61� 8．7�
811 ダイシンカレラ 牡2黒鹿55 北村 友一大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 468 ―1：13．91� 14．8�
33 ネイバルエンスン 牡2鹿 55 国分 恭介山上 和良氏 日吉 正和 新冠 田渕牧場 440 ―1：14．11� 19．1�
67 ダイヤモンドハート 牝2鹿 54 幸 英明村田 哲朗氏 牧田 和弥 平取 二風谷ファーム 474 ―1：14．52� 2．1�
44 シートライアル 牡2栗 55 和田 竜二関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 464 ―1：14．71	 13．0�
55 ウエスタンラムール 牡2黒鹿 55

52 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 438 ―1：15．02 14．4	
22 スズカレグルス 牡2栗 55 竹之下智昭永井商事
 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 456 ―1：15．1� 96．2�
11 
 レ ヴ ィ ン 牡2鹿 55 松山 弘平前田 幸治氏 和田 正道 米 H. Allen

Poindexter 472 ―1：16．59 5．2�
79 キーコンサート 牡2鹿 55 太宰 啓介北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 454 ―1：16．71� 78．0
66 テイエムカガヤケ 牝2栗 54 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム

牧場株式会社 444 ―1：17．55 145．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，647，700円 複勝： 27，213，900円 枠連： 10，665，000円
馬連： 39，135，900円 馬単： 27，350，600円 ワイド： 19，422，800円
3連複： 47，482，100円 3連単： 85，472，100円 計： 278，390，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 270円 � 370円 枠 連（7－8） 1，650円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，190円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 10，330円 3 連 単 ��� 64，210円

票 数

単勝票数 計 216477 的中 � 30965（3番人気）
複勝票数 計 272139 的中 � 37537（2番人気）� 26399（4番人気）� 17308（7番人気）
枠連票数 計 106650 的中 （7－8） 4992（6番人気）
馬連票数 計 391359 的中 �� 8049（14番人気）
馬単票数 計 273506 的中 �� 2710（26番人気）
ワイド票数 計 194228 的中 �� 5312（10番人気）�� 4209（16番人気）�� 3423（20番人気）
3連複票数 計 474821 的中 ��� 3445（33番人気）
3連単票数 計 854721 的中 ��� 965（203番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．3―12．6―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．5―36．8―49．4―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアヴァロン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド 初出走

2012．3．27生 牡2黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ネイバルエンスン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※レヴィン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2810111月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10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

713 ロ カ 牝2鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 500 ―1：50．4 3．9�
510 パ ラ ベ ン ス 牝2鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：50．93 25．3�
24 ヒロフォーシーズン 牡2青鹿55 藤岡 康太守内ひろ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 472 ―1：51．0� 6．8�
714 リリーヴィクトリー 牡2黒鹿55 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492 ― 〃 ハナ 16．9�
48 サーサルヴァトーレ 牡2黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 クビ 5．4�
23 デューイハミテージ 牝2鹿 54 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 456 ―1：51．21� 80．5	
612 カ ゼ ル タ 牝2栗 54 幸 英明吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 440 ―1：51．3クビ 18．5

815 ニホンピロシナバー 牡2青鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 476 ―1：51．4� 46．6�
816 オメガレイノワール 牡2青鹿55 藤岡 佑介原 	子氏 安田 隆行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―1：51．61� 12．0�
35 ストリークライト 牡2黒鹿55 川須 栄彦吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 512 ―1：52．13 4．3
12 キングザバゴ 牡2青鹿55 太宰 啓介西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 502 ―1：52．41
 132．9�
47 インクレディブル 牡2鹿 55

52 ▲義 英真前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 516 ―1：52．5� 15．1�
59 ショウナンバローネ 牡2鹿 55 藤田 伸二国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 480 ―1：52．6
 29．6�
36 ライブリファースト 牡2鹿 55 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 498 ―1：53．02� 86．7�
11 シュテルンリッター �2鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 西園 正都 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472 ―1：54．49 20．1�
611 タイキヒストリー 牡2鹿 55 小林 徹弥�大樹ファーム 牧田 和弥 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492 ―1：55．78 194．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，056，200円 複勝： 30，673，700円 枠連： 15，966，500円
馬連： 50，643，800円 馬単： 25，747，000円 ワイド： 25，863，900円
3連複： 63，435，300円 3連単： 82，611，100円 計： 318，997，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 500円 � 210円 枠 連（5－7） 2，240円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 710円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 13，110円 3 連 単 ��� 70，050円

票 数

単勝票数 計 240562 的中 � 48455（1番人気）
複勝票数 計 306737 的中 � 54677（2番人気）� 12701（9番人気）� 38385（4番人気）
枠連票数 計 159665 的中 （5－7） 5517（10番人気）
馬連票数 計 506438 的中 �� 6294（25番人気）
馬単票数 計 257470 的中 �� 2093（36番人気）
ワイド票数 計 258639 的中 �� 2984（29番人気）�� 9883（6番人気）�� 2423（33番人気）
3連複票数 計 634353 的中 ��� 3627（42番人気）
3連単票数 計 826111 的中 ��� 855（220番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．7―13．2―13．0―12．5―11．8―11．0―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―37．9―51．1―1：04．1―1：16．6―1：28．4―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．8
3 10（4，14）（3，15）（5，12，9）（6，13，16）－8（2，7）－（1，11） 4 ・（10，4，14）15（3，5，12）9（13，16）（6，8）－（2，7）－1，11

勝馬の
紹 介

ロ カ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2012．1．26生 牝2鹿 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキヒストリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月2日まで平地競

走に出走できない。

2810211月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：20．6
1：20．3

良
良

33 ユキノカトレア 牝2鹿 54 太宰 啓介遠藤 宗義氏 坂口 正則 日高 川端 正博 462－ 81：21．2 3．5�
77 オメガタックスマン 牡2鹿 55 和田 竜二原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454＋ 8 〃 クビ 8．0�
22 グレイトチャーター 牡2鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 01：21．41	 3．7�
44 ノーブルルージュ 牝2黒鹿54 幸 英明吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 452－ 4 〃 クビ 11．0�
11 ド ル メ ロ 牡2黒鹿55 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 浦河 高村牧場 452＋ 41：21．5クビ 6．2�
66 ナムラマミー 牝2鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 414＋ 21：21．6
 5．5	
55 タマモパステル 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 402－ 21：22．55 54．7

88 � ウチデノコヅチ 牝2栗 54 松山 弘平菅原 広隆氏 牧田 和弥 新ひだか 小河 豊水 452＋ 41：23．13
 7．8�
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売 得 金
単勝： 21，671，600円 複勝： 29，790，000円 枠連： 発売なし
馬連： 52，009，900円 馬単： 30，010，300円 ワイド： 21，851，300円
3連複： 50，644，800円 3連単： 114，691，900円 計： 320，669，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 190円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 610円 �� 230円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 計 216716 的中 � 48483（1番人気）
複勝票数 計 297900 的中 � 85854（1番人気）� 29668（6番人気）� 49629（2番人気）
馬連票数 計 520099 的中 �� 24173（8番人気）
馬単票数 計 300103 的中 �� 7475（15番人気）
ワイド票数 計 218513 的中 �� 8289（9番人気）�� 28031（1番人気）�� 10680（6番人気）
3連複票数 計 506448 的中 ��� 28738（4番人気）
3連単票数 計1146919 的中 ��� 9631（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．0―45．6―57．2―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノカトレア �

父 キンシャサノキセキ �


母父 タバスコキャット デビュー 2014．10．5 阪神1着

2012．5．11生 牝2鹿 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 3戦2勝 賞金 16，500，000円



2810311月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

79 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 55 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 81：59．5 14．2�

33 ヨヨギマック 牡3栗 55 酒井 学一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 512± 01：59．71 3．5�
44 � ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 474＋ 4 〃 クビ 6．8�
710 スワーヴカイザー 牡3青 55 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 536＋102：00．02 4．7�
812 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム B474－ 62：00．32 58．4	
56 トウケイウイン 牡4黒鹿57 川島 信二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 452＋ 4 〃 ハナ 4．0

55 ヤマノボンバー 牡3芦 55

52 ▲義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 444＋ 22：00．51� 46．4�
68 ケルンウィナー 牡3栗 55 川須 栄彦谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 514＋102：01．13� 15．2�
67 ステージジャンプ 牡4鹿 57 幸 英明合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496＋ 2 〃 アタマ 9．2
22 サウンドバスター 牡6鹿 57 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 502± 02：01．63 82．8�
811 アラートミノル 牡3鹿 55 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 22：02．02� 24．3�
11 アグネスミニッツ 牡3栗 55 藤岡 康太渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 496－ 22：02．1クビ 39．8�
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売 得 金
単勝： 22，385，500円 複勝： 36，999，800円 枠連： 12，809，200円
馬連： 57，787，900円 馬単： 30，776，600円 ワイド： 26，598，200円
3連複： 70，960，400円 3連単： 111，075，800円 計： 369，393，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 530円 � 170円 � 200円 枠 連（3－7） 680円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 8，930円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，150円 �� 460円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 64，370円

票 数

単勝票数 計 223855 的中 � 12572（6番人気）
複勝票数 計 369998 的中 � 13915（7番人気）� 66409（2番人気）� 49896（4番人気）
枠連票数 計 128092 的中 （3－7） 14388（2番人気）
馬連票数 計 577879 的中 �� 11834（13番人気）
馬単票数 計 307766 的中 �� 2582（32番人気）
ワイド票数 計 265982 的中 �� 4966（14番人気）�� 3011（26番人気）�� 16000（5番人気）
3連複票数 計 709604 的中 ��� 7190（23番人気）
3連単票数 計1110758 的中 ��� 1251（185番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―11．5―13．6―13．6―12．2―12．5―12．1―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．5―30．0―43．6―57．2―1：09．4―1：21．9―1：34．0―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ッ セ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2014．1．12 京都6着

2011．5．17生 牡3鹿 母 ダンツクレバー 母母 ダンツシュアー 8戦2勝 賞金 13，800，000円

2810411月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分（番組第12競走を順序変更） （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

33 ミッキーラブソング 牡3黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460＋ 21：35．1 3．5�
55 サンマルクイーン 牝5栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 466－ 8 〃 アタマ 4．7�
66 カピオラニパレス 牡6芦 57 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 526－ 41：35．31� 6．5�
22 タガノスカイ 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 61：35．4	 3．2�
88 ダイナミックガイ 牡4栗 57 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 482－ 41：35．5	 10．7�
11 アドマイヤコリン 牡6青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 クビ 8．3�
77 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 446＋ 61：36．24 19．0	
44 イ ダ ス 牡3栗 56 川島 信二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B484＋ 41：36．3	 37．5


（8頭）

売 得 金
単勝： 30，037，300円 複勝： 39，816，100円 枠連： 発売なし
馬連： 70，673，200円 馬単： 37，201，300円 ワイド： 29，492，400円
3連複： 66，806，800円 3連単： 150，620，100円 計： 424，647，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 170円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 300円 �� 390円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，430円

票 数

単勝票数 計 300373 的中 � 67670（2番人気）
複勝票数 計 398161 的中 � 77606（2番人気）� 59374（4番人気）� 60356（3番人気）
馬連票数 計 706732 的中 �� 67812（3番人気）
馬単票数 計 372013 的中 �� 18980（4番人気）
ワイド票数 計 294924 的中 �� 25964（2番人気）�� 19219（4番人気）�� 16700（6番人気）
3連複票数 計 668068 的中 ��� 35460（5番人気）
3連単票数 計1506201 的中 ��� 20095（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．4―12．5―12．3―11．4―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．7―49．2―1：01．5―1：12．9―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．6
3 5－3（2，4）7，8（1，6） 4 5－3，4（2，7）8（1，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーラブソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．23 京都6着

2011．4．4生 牡3黒鹿 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 11戦3勝 賞金 31，630，000円



2810511月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第9競走 ��
��1，800�北 國 新 聞 杯

発走14時15分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．10．26以降26．10．26まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北國新聞社賞（1着）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

46 シュテルングランツ 牡3黒鹿53 幸 英明 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484＋ 41：52．3 3．9�
814 サトノバリアント 牡3鹿 53 池添 謙一里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 15．0�
47 サ ン レ ー ン 牝4鹿 53 酒井 学 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 490＋ 4 〃 アタマ 7．5�
713 ペガサスフォース 牡5栗 55 松山 弘平松岡 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 464－ 81：52．4クビ 17．5�
59 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 56 藤岡 康太杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 494＋ 8 〃 クビ 3．4�
58 アーサーバローズ 牡5栗 54 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 478＋ 2 〃 ハナ 65．8	
11 ポメグラネイト 牡3栗 53 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 552－ 21：52．82� 12．8

712� メイショウヤマナミ 牡4栗 53 小牧 太松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496＋ 61：52．9� 81．6�
35 ビタミンエース 牡3鹿 53 藤岡 佑介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 504＋ 21：53．11� 28．0�
22 ウエスタンオウジ 牡4鹿 57 国分 優作西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 480－ 21：53．2クビ 6．1
611 アテンファースト 牡4栗 56 和田 竜二玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 484＋ 81：53．41	 9．3�
815 アルムダプタ 牡4栗 54 国分 恭介﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 504－ 61：53．5� 167．8�
610 セフティオリビエト 牡5栗 53 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 500－ 51：53．6� 82．6�
23 シンコームーン 牝5栗 52 川須 栄彦豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 454－ 41：53．81 64．1�
34 アルスマルカート 牡6栗 54 中谷 雄太池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B476＋121：54．75 155．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，000，700円 複勝： 52，908，800円 枠連： 24，263，600円
馬連： 113，664，700円 馬単： 52，038，600円 ワイド： 46，892，900円
3連複： 130，245，800円 3連単： 194，104，700円 計： 649，119，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 350円 � 220円 枠 連（4－8） 1，620円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 940円 �� 570円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 28，960円

票 数

単勝票数 計 350007 的中 � 70822（2番人気）
複勝票数 計 529088 的中 � 91653（2番人気）� 33401（6番人気）� 64252（4番人気）
枠連票数 計 242636 的中 （4－8） 11600（7番人気）
馬連票数 計1136647 的中 �� 28871（12番人気）
馬単票数 計 520386 的中 �� 8613（16番人気）
ワイド票数 計 468929 的中 �� 12609（10番人気）�� 22199（4番人気）�� 8380（15番人気）
3連複票数 計1302458 的中 ��� 17641（17番人気）
3連単票数 計1941047 的中 ��� 4859（80番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―13．2―13．2―12．8―12．0―12．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．4―36．6―49．8―1：02．6―1：14．6―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュテルングランツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Two Punch デビュー 2014．2．8 京都8着

2011．2．19生 牡3黒鹿 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up 6戦3勝 賞金 29，029，000円
〔発走状況〕 ペガサスフォース号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ペガサスフォース号は，平成26年11月3日から平成26年12月2日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

2810611月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第10競走 ��
��1，400�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

46 ベルルミエール 牝3鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462－ 21：20．4 3．6�
11 シルクドリーマー 牡5鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 474＋ 2 〃 クビ 8．7�
34 オースミナイン 牡4鹿 57 幸 英明�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 476± 01：20．5� 2．8�
23 ロ ン ド 牝6青鹿55 藤岡 佑介水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 474＋ 41：20．6� 29．7�
713 ヤ マ ノ レ オ 	4栗 57 松山 弘平山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 496＋ 41：20．7
 25．2	
47 リヴェレンテ 牡6青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 514± 0 〃 アタマ 7．5

712 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 国分 優作�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：20．8クビ 11．7�
22 マイネボヌール 牝5青鹿55 柴田 未崎 �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 472＋10 〃 クビ 49．4�
59 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504± 0 〃 アタマ 43．7
814 ダンツキャンサー 牝3黒鹿54 川須 栄彦山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466＋10 〃 同着 10．0�
611 アンヴァルト 牡7青鹿57 藤岡 康太 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：20．9クビ 30．5�
58 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 太宰 啓介宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 444－101：21．0
 117．7�
815 アルティシムス 牡6鹿 57 酒井 学 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：21．1� 83．1�
35 ダノンエレガント 牝5鹿 55 国分 恭介�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 448－ 61：21．73� 121．7�
610 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 57 中谷 雄太石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 B502＋ 21：22．87 75．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，412，100円 複勝： 58，630，900円 枠連： 31，539，700円
馬連： 140，444，800円 馬単： 65，874，200円 ワイド： 55，484，200円
3連複： 168，987，200円 3連単： 265，548，000円 計： 825，921，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 200円 � 120円 枠 連（1－4） 1，200円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 690円 �� 260円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 394121 的中 � 85959（2番人気）
複勝票数 計 586309 的中 � 118951（2番人気）� 56949（4番人気）� 142936（1番人気）
枠連票数 計 315397 的中 （1－4） 20273（3番人気）
馬連票数 計1404448 的中 �� 54418（7番人気）
馬単票数 計 658742 的中 �� 15980（10番人気）
ワイド票数 計 554842 的中 �� 18878（7番人気）�� 62888（1番人気）�� 23956（5番人気）
3連複票数 計1689872 的中 ��� 76694（3番人気）
3連単票数 計2655480 的中 ��� 18015（18番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．3―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．0―45．3―57．0―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルルミエール �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．28 小倉1着

2011．4．14生 牝3鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 10戦4勝 賞金 70，958，000円
〔制裁〕 マイネボヌール号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

ベルルミエール号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

１レース目



2810711月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第11競走 ��
��1，800�カシオペアステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

47 ウインフルブルーム 牡3栗 54 池添 謙一�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 506＋181：47．4 3．0�
23 アズマシャトル 牡3鹿 54 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 486＋141：47．5	 3．1�
11 マックスドリーム 
7青鹿56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 548± 0 〃 クビ 29．9�
814 アドマイヤギャラン 牝5青鹿54 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 484－ 21：47．6	 7．6�
713 ゲシュタルト 牡7鹿 58 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 522－ 4 〃 クビ 64．5�
35 セイルラージ 牡7鹿 56 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：47．7クビ 11．9

46 タガノグーフォ 
5黒鹿56 松山 弘平八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 478－ 4 〃 クビ 106．9�
34 マコトブリジャール 牝4鹿 54 国分 優作�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 406＋ 61：47．8	 30．9�
58 ミキノバンジョー 牡7鹿 58 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 518± 0 〃 クビ 46．1
59 マジェスティハーツ 牡4鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498＋ 21：47．9クビ 5．5�
815 ス ピ リ タ ス 
9栗 56 幸 英明 	キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 446＋ 61：48．11� 33．2�
610 スカイディグニティ 牡5鹿 56 川須 栄彦�G1レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 506＋26 〃 アタマ 22．8�
611 エーシンミズーリ 牡6黒鹿57 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 482＋ 41：48．2	 48．1�
712 トップカミング 
8黒鹿56 川島 信二	コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 452－12 〃 クビ 239．3�
22  メダリアビート 牡8黒鹿57 酒井 学門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 464－ 61：48．51� 199．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 51，579，000円 複勝： 66，368，700円 枠連： 43，950，800円
馬連： 226，030，700円 馬単： 106，977，800円 ワイド： 73，201，500円
3連複： 291，060，900円 3連単： 491，416，600円 計： 1，350，586，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 400円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，350円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計 515790 的中 � 134436（1番人気）
複勝票数 計 663687 的中 � 144473（2番人気）� 146005（1番人気）� 28251（6番人気）
枠連票数 計 439508 的中 （2－4） 61295（1番人気）
馬連票数 計2260307 的中 �� 331419（1番人気）
馬単票数 計1069778 的中 �� 86399（1番人気）
ワイド票数 計 732015 的中 �� 84227（1番人気）�� 12512（14番人気）�� 14473（11番人気）
3連複票数 計2910609 的中 ��� 71568（8番人気）
3連単票数 計4914166 的中 ��� 35701（20番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．7―12．6―12．7―12．2―11．6―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―35．8―48．4―1：01．1―1：13．3―1：24．9―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインフルブルーム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．8．18 小倉1着

2011．3．25生 牡3栗 母 ハナノメガミ 母母 ダイナソシエ 9戦3勝 賞金 114，638，000円
〔制裁〕 ウインフルブルーム号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11

番・13番・6番）

2810811月2日 曇 良 （26京都4）第9日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分（番組第8競走を順序変更） （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 7，500，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

59 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 486＋ 21：25．0 13．0�
47 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 クビ 6．0�
815� トータルヒート 牝3栗 54 池添 謙一 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 456－ 41：25．1	 6．7�
612� エーシンサファイア 牝4鹿 55 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 502± 0 〃 クビ 5．9�
35 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 アタマ 40．1	
11 タマモユウトウセイ 牡3栗 56 川須 栄彦タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 488＋ 41：25．2クビ 9．1

714 クァンタムギア 牡3黒鹿56 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B470－ 41：25．41 18．8�
816 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 国分 恭介�ノースヒルズ 中村 均 新冠 石田牧場 512＋221：25．5
 161．0�
611 メイショウホウトウ 牡3青鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490＋ 4 〃 クビ 2．7
36 ダイナミックウオー 牡4黒鹿57 酒井 学小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 516＋11 〃 ハナ 33．0�
12 スズカチャンプ 牡5鹿 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490＋ 21：25．6
 23．3�
510� ジョディーズロマン 牝4栗 55 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 444－ 21：25．91
 244．6�
48 �� イ ナ セ ナ 牡4栗 57 松山 弘平林 正道氏 吉村 圭司 米 Guy Snowden &

Diane Snowden B522± 01：26．85 22．9�
713� アマクサタカラジマ 牡4栃栗57 岡田 祥嗣奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 安田 豊重 496－121：27．01	 415．4�
23 コスモフラッグ 牡3鹿 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 448＋ 21：27．42	 90．4�
24 � イフウドウドウ 牡4栗 57 難波 剛健西村新一郎氏 梅内 忍 平取 高橋 啓 472＋ 11：27．5
 287．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，435，800円 複勝： 77，417，300円 枠連： 45，754，700円
馬連： 184，147，300円 馬単： 77，367，200円 ワイド： 70，863，700円
3連複： 216，981，900円 3連単： 369，949，600円 計： 1，099，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 280円 � 210円 � 240円 枠 連（4－5） 2，940円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，040円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 42，480円

票 数

単勝票数 計 574358 的中 � 35138（6番人気）
複勝票数 計 774173 的中 � 66821（5番人気）� 105764（2番人気）� 82841（4番人気）
枠連票数 計 457547 的中 （4－5） 12030（11番人気）
馬連票数 計1841473 的中 �� 42177（11番人気）
馬単票数 計 773672 的中 �� 6995（32番人気）
ワイド票数 計 708637 的中 �� 16927（10番人気）�� 17285（9番人気）�� 26396（7番人気）
3連複票数 計2169819 的中 ��� 31146（16番人気）
3連単票数 計3699496 的中 ��� 6313（129番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2013．10．20 京都4着

2011．5．14生 牡3栗 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー 16戦2勝 賞金 31，000，000円
〔発走状況〕 メイショウホウトウ号は，枠内駐立不良〔突進〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 メイショウホウトウ号の騎手和田竜二は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

タマモユウトウセイ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・5番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウホウトウ号は，平成26年11月3日から平成26年11月24日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

４レース目



（26京都4）第9日 11月2日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

221，060，000円
12，380，000円
1，410，000円
20，040，000円
60，087，000円
4，056，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
354，348，500円
598，320，800円
215，364，600円
1，046，214，900円
538，009，500円
431，233，200円
1，251，978，800円
2，160，369，300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
計 6，595，839，600円

総入場人員 29，758名 （有料入場人員 26，524名）



平成26年度 第4回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，431頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，414，140，000円
8，320，000円
89，350，000円
65，240，000円
217，690，000円
556，800，750円
39，768，200円
13，737，600円

勝馬投票券売得金
4，656，573，100円
7，395，865，400円
3，000，034，100円
13，026，447，800円
7，152，533，800円
5，419，969，900円
16，892，897，900円
32，529，365，000円
1，539，211，500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 91，612，898，500円

総入場延人員 224，575名 （有料入場延人員 190，437名）
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