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3103711月16日 晴 良 （26京都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）

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

815 タ イ ユ ー ル 牡2芦 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 492－ 41：25．8 2．5�
610 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 446＋ 81：26．54 58．3�
47 タマモワカサマ 牡2鹿 55 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 472－ 6 〃 ハナ 5．8�
11 カジノプレイヤー 牡2栗 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 460± 01：26．71� 3．0�
34 ナムラカグヤヒメ 牝2鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 434－ 41：27．02 27．6�
22 タ ピ エ ス 牡2鹿 55 四位 洋文細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 456＋ 81：27．21� 31．3	
59 ハードミルキー 牡2栗 55 酒井 学津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム 474－ 41：28．05 47．1

23 ヴェスペルティリオ 牡2鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：28．21� 9．5�
611 クリノチクバオー 牡2栗 55 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 518± 0 〃 アタマ 126．0�
46 カシノゼウス 牡2鹿 55 小牧 太柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 484＋ 21：28．3クビ 60．5
58 グランデコマンド 牡2鹿 55 内田 博幸 �グランデオーナーズ 高橋 康之 鹿児島 吉永ファーム 472－ 4 〃 ハナ 25．3�
814 ホーリーランド 牡2鹿 55 武 豊市川 義美氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 506± 01：28．51� 17．4�
713 ガロデオーロ 牡2栗 55 小林 徹弥吉田 修氏 安達 昭夫 むかわ ヤマイチ牧場 480＋ 81：28．6� 64．6�
712 シゲルヨマツリ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 馬道 繁樹 426－ 61：29．77 284．7�
35 クールテンゼン 牡2鹿 55 秋山真一郎川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：32．5大差 92．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，758，400円 複勝： 29，998，100円 枠連： 11，136，500円
馬連： 42，053，600円 馬単： 26，044，500円 ワイド： 22，387，500円
3連複： 57，076，600円 3連単： 85，602，700円 計： 293，057，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 990円 � 190円 枠 連（6－8） 4，260円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 9，660円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 390円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 9，470円 3 連 単 ��� 61，140円

票 数

単勝票数 計 187584 的中 � 58481（1番人気）
複勝票数 計 299981 的中 � 80588（1番人気）� 5094（11番人気）� 39886（3番人気）
枠連票数 計 111365 的中 （6－8） 2025（13番人気）
馬連票数 計 420536 的中 �� 4608（19番人気）
馬単票数 計 260445 的中 �� 2020（27番人気）
ワイド票数 計 223875 的中 �� 2725（22番人気）�� 16426（3番人気）�� 1838（32番人気）
3連複票数 計 570766 的中 ��� 4519（28番人気）
3連単票数 計 856027 的中 ��� 1015（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―48．1―1：00．5―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．7
3 ・（8，10）（1，14，15）9（7，3，11）4，12－（2，6）－13＝5 4 ・（8，10）15，1，14（7，9）－（4，3，11）－2（12，6）－13＝5

勝馬の
紹 介

タ イ ユ ー ル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2014．7．19 中京3着

2012．2．29生 牡2芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔その他〕 クールテンゼン号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※クリノチクバオー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3103811月16日 晴 良 （26京都5）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

816 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± 01：54．5 42．1�
59 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± 0 〃 クビ 6．1�
48 ディグニファイド 牡2栗 55 P．ブドー �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 522＋101：55．24 7．6�

（仏）

36 ミ コ ラ ソ ン 牡2鹿 55 武 豊松島 正昭氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋221：55．41� 38．6�
23 フォルゴラーレ 牝2黒鹿54 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 480± 01：55．82� 35．1	
815 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 55 戸崎 圭太森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 552＋ 41：56．01 27．1

35 フェブカリエンテ 牡2青鹿55 北村 友一釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 502± 01：56．21 28．5�
12 オメガレイノワール 牡2青鹿55 C．ルメール 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 418－ 4 〃 ハナ 25．6�
（仏）

611
 ウインエアフォース 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ウイン 西園 正都 米 Brereton
C. Jones 496＋ 41：56．3� 1．5

612 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 486－ 41：56．62 33．6�
714 リッカクロフネ 牡2芦 55 幸 英明立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 470＋101：57．23� 162．8�
510 コウエイサムライ 牡2芦 55 藤岡 康太西岡 静男氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 458＋ 21：57．62� 32．4�
713 タケルクラウン 牡2鹿 55 三浦 皇成森 保彦氏 坂口 正則 浦河 中村 雅明 442－ 61：58．34 202．0�
24 シゲルテンジンサン 牡2栗 55 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 藤沢牧場 482± 01：58．4クビ 181．6�
47 マイネルジャスト 牡2栗 55 内田 博幸 �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 450－ 21：58．93 140．4�
11 ミストラルジョワ 牝2鹿 54 四位 洋文森岡 幸人氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 470－ 62：08．9大差 26．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，937，500円 複勝： 86，327，600円 枠連： 14，317，900円
馬連： 47，872，800円 馬単： 34，654，800円 ワイド： 27，681，100円
3連複： 66，069，200円 3連単： 114，137，500円 計： 414，998，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，210円 複 勝 � 2，630円 � 410円 � 710円 枠 連（5－8） 4，610円

馬 連 �� 12，910円 馬 単 �� 32，810円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 5，020円 �� 800円

3 連 複 ��� 27，630円 3 連 単 ��� 231，790円

票 数

単勝票数 計 239375 的中 � 4541（12番人気）
複勝票数 計 863276 的中 � 7958（12番人気）� 60685（2番人気）� 32026（4番人気）
枠連票数 計 143179 的中 （5－8） 2403（11番人気）
馬連票数 計 478728 的中 �� 2873（28番人気）
馬単票数 計 346548 的中 �� 792（63番人気）
ワイド票数 計 276811 的中 �� 2127（28番人気）�� 1378（38番人気）�� 9356（7番人気）
3連複票数 計 660692 的中 ��� 1793（68番人気）
3連単票数 計1141375 的中 ��� 357（473番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―13．0―13．7―13．2―12．8―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．4―49．4―1：03．1―1：16．3―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒルノデンハーグ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．10．26 京都12着

2012．3．25生 牡2栗 母 ゴルフガール 母母 Freesia 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ディグニファイド号の騎手P．ブドーは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：11番・14番・6

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミストラルジョワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月16日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノチクバオー号・ヤマニンラビサン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第４日



3103911月16日 晴 良 （26京都5）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・右）

牝，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

36 アローシルバー 牝2栗 54 幸 英明佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 462－101：34．8 37．6�
23 ブ チ コ 牝2白 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 9．3�
817 オメガハートソング 牝2青鹿54 福永 祐一原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426－10 〃 ハナ 9．7�
47 グランディフローラ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 462－ 41：34．9� 4．1�

（仏）

611 ノスタルジー 牝2鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 472± 01：35．0� 16．0	
713 ノアズアーク 牝2栗 54 藤岡 康太早野 誠氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 434＋ 81：35．42� 151．8

816 タマモキャラット 牝2鹿 54 国分 恭介タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 440＋ 21：35．61� 256．0�
510 ウォーターラボ 牝2青鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 438± 0 〃 クビ 3．4�
48 サクラティンクル 牝2鹿 54 岩田 康誠�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B468＋ 61：35．81� 13．6
11 シゲルハナガサ 牝2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 428＋ 81：36．01� 184．4�
815 レインボーソング 牝2鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：36．1� 18．9�
612 タレントナチュラル 牝2青鹿54 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 榊原 敏明 B434± 01：36．2� 224．6�
12 バニラマカロン 牝2芦 54 池添 謙一�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：36．41� 24．8�
35 アースライズ 牝2青鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438＋10 〃 クビ 9．5�
59 ページェントリー 牝2青鹿 54

51 ▲義 英真杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 442－ 41：36．5	 259．6�
714 ニシノクラレット 牝2栗 54 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 452＋ 61：36．6クビ 8．2�
24 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 458＋ 21：36．81� 109．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 27，040，000円 複勝： 47，279，300円 枠連： 16，157，900円
馬連： 56，925，800円 馬単： 29，083，600円 ワイド： 30，938，400円
3連複： 75，614，200円 3連単： 96，095，400円 計： 379，134，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，760円 複 勝 � 900円 � 370円 � 300円 枠 連（2－3） 3，780円

馬 連 �� 17，130円 馬 単 �� 37，800円

ワ イ ド �� 4，330円 �� 5，880円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 57，800円 3 連 単 ��� 417，180円

票 数

単勝票数 計 270400 的中 � 5744（11番人気）
複勝票数 計 472793 的中 � 12390（11番人気）� 34477（7番人気）� 44573（4番人気）
枠連票数 計 161579 的中 （2－3） 3309（20番人気）
馬連票数 計 569258 的中 �� 2575（50番人気）
馬単票数 計 290836 的中 �� 577（103番人気）
ワイド票数 計 309384 的中 �� 1836（49番人気）�� 1346（53番人気）�� 3486（32番人気）
3連複票数 計 756142 的中 ��� 981（147番人気）
3連単票数 計 960954 的中 ��� 167（988番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．2―12．1―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．5―46．7―58．8―1：10．8―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（3，9）（1，4，8）（6，12，15）（7，11）（2，13，14）（5，17）10，16 4 3（1，9，8）4（6，12，15）（7，11）2（13，17）（5，10，14）－16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アローシルバー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2014．8．30 小倉3着

2012．2．20生 牝2栗 母 クリアーパス 母母 Masake 3戦1勝 賞金 6，800，000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。

3104011月16日 晴 良 （26京都5）第4日 第4競走 ��1，400�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
1：20．6
1：20．3

良
良

712 マイネルレハイム 牡2栗 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 61：22．1 2．5�

22 オ ヒ ア 牝2黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 442－ 41：22．31� 3．2�

45 ムーンクレスト 牡2鹿 55 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 456± 01：22．51� 6．6�

33 シゲルデンガク 牡2栗 55 秋山真一郎森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 440－ 21：22．71� 30．0�
711 エレディータ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：23．01� 18．0	
69 ダンツストーン 牝2栗 54 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 448＋ 41：23．1� 73．3

813 ラブミーフウジン 牝2鹿 54

51 ▲義 英真小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 400－ 4 〃 ハナ 134．3�
46 シゲルシチフクジン 牝2黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416± 01：23．2� 152．8�
814 ス ク ワ ー ル 牡2青 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋10 〃 クビ 14．5
11 カリテスグレース 牝2黒鹿54 内田 博幸北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：23．3� 50．4�
610 アルーリングトーン 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：23．62 5．6�
（仏）

34 グローリアポンテ 牡2黒鹿55 藤岡 康太幅田 京子氏 笹田 和秀 新冠 長浜牧場 452＋ 41：24．23� 68．3�
57 メイショウヤギリ 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 456－ 61：24．83� 160．7�
58 カシノマッハ 牡2栗 55 北村 友一柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 472＋ 61：25．01� 208．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，067，300円 複勝： 37，983，900円 枠連： 13，837，000円
馬連： 49，856，600円 馬単： 31，648，000円 ワイド： 26，558，800円
3連複： 62，444，300円 3連単： 105，840，400円 計： 355，236，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 150円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 190円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，380円

票 数

単勝票数 計 270673 的中 � 84535（1番人気）
複勝票数 計 379839 的中 � 93141（1番人気）� 82929（2番人気）� 54367（3番人気）
枠連票数 計 138370 的中 （2－7） 28721（1番人気）
馬連票数 計 498566 的中 �� 85666（1番人気）
馬単票数 計 316480 的中 �� 27823（2番人気）
ワイド票数 計 265588 的中 �� 41182（1番人気）�� 19361（2番人気）�� 16478（4番人気）
3連複票数 計 624443 的中 ��� 55785（2番人気）
3連単票数 計1058404 的中 ��� 22684（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．6―58．6―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルレハイム �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2014．6．14 阪神7着

2012．4．13生 牡2栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 7戦1勝 賞金 11，525，000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。



3104111月16日 晴 良 （26京都5）第4日 第5競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

11 アンビシャス 牡2黒鹿55 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 460 ―1：34．9 4．0�
（仏）

59 アルパーシャン 牡2栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 438 ―1：35．32� 17．7�
35 ウェーブキング 牡2鹿 55 戸崎 圭太万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 504 ―1：35．4� 12．7�
814 サダムブルーハワイ 牝2鹿 54 福永 祐一大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 480 ― 〃 アタマ 14．3�
46 アドマイヤジャズ 牡2青鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460 ―1：35．61� 7．4�
47 ロ ー デ ッ ド 牝2鹿 54 蛯名 正義 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 460 ―1：35．7� 3．1	
611 シンプリースパーブ 牡2鹿 55 藤岡 佑介水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 474 ―1：35．91� 14．1

713 アムールサンライズ 牝2芦 54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 クビ 18．0�
610 テイエムマンキチ 牡2芦 55 柴田 善臣竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 松田牧場 440 ―1：36．0クビ 83．1�
815 グランマーロン 牝2栗 54 岩田 康誠間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 大柳ファーム 424 ―1：36．1� 31．9
712 メイショウワダイコ 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 518 ―1：36．2� 9．1�
58 アニマルスピリッツ 牡2鹿 55 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 452 ―1：36．51� 45．5�
34 モアザンイナフ 牡2黒鹿55 幸 英明宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 450 ―1：37．13� 48．9�
23 ヴェンティミリア 牝2鹿 54 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 474 ―1：38．16 66．2�
22 テイエムイプシロン 牡2栗 55 国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高テイエム

牧場株式会社 470 ―1：38．42 190．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，933，700円 複勝： 34，967，500円 枠連： 18，560，200円
馬連： 49，858，400円 馬単： 26，805，600円 ワイド： 24，754，000円
3連複： 61，529，300円 3連単： 83，020，400円 計： 323，429，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 460円 � 410円 枠 連（1－5） 3，670円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 990円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 14，080円 3 連 単 ��� 72，690円

票 数

単勝票数 計 239337 的中 � 47849（2番人気）
複勝票数 計 349675 的中 � 69760（1番人気）� 16686（8番人気）� 19307（7番人気）
枠連票数 計 185602 的中 （1－5） 3911（13番人気）
馬連票数 計 498584 的中 �� 10487（14番人気）
馬単票数 計 268056 的中 �� 3823（19番人気）
ワイド票数 計 247540 的中 �� 4890（14番人気）�� 6551（9番人気）�� 2392（33番人気）
3連複票数 計 615293 的中 ��� 3276（49番人気）
3連単票数 計 830204 的中 ��� 828（230番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．2―12．4―12．0―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．0―47．2―59．6―1：11．6―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2012．2．17生 牡2黒鹿 母 カーニバルソング 母母 カ ル ニ オ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3104211月16日 晴 良 （26京都5）第4日 第6競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

11 スマートグレイス 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 468 ―1：12．9 1．1�
55 エイシンアンティー 牝2青鹿54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 470 ―1：14．28 9．6�
88 スーパーノヴァ 牡2栗 55 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 474 ―1：14．51� 13．2�
33 スナークメジャー �2鹿 55 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 470 ―1：15．56 36．9�
22 ファーストスマイル 牡2鹿 55 幸 英明栗山 良子氏 角田 晃一 日高 菊地牧場 496 ―1：16．88 12．6�
66 リンクスルヴァン 牡2黒鹿55 小林 徹弥目谷 一幸氏 森 秀行 日高 三城牧場 438 ―1：17．0� 28．9	
77 ホ ー ム ズ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真
ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 466 ―1：17．31� 70．0�
44 シゲルバカンマツリ 牡2栗 55 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 青森 大前 典男 470 ―1：18．04 73．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 44，660，700円 複勝： 57，611，800円 枠連： 発売なし
馬連： 39，301，800円 馬単： 38，093，300円 ワイド： 17，992，400円
3連複： 36，716，300円 3連単： 139，150，700円 計： 373，527，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 170円 �� 220円 �� 450円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，220円

票 数

単勝票数 計 446607 的中 � 322388（1番人気）
複勝票数 計 576118 的中 � 464093（1番人気）� 32295（2番人気）� 21190（4番人気）
馬連票数 計 393018 的中 �� 99175（1番人気）
馬単票数 計 380933 的中 �� 82340（1番人気）
ワイド票数 計 179924 的中 �� 32188（2番人気）�� 20392（3番人気）�� 8094（8番人気）
3連複票数 計 367163 的中 ��� 43565（3番人気）
3連単票数 計1391507 的中 ��� 82168（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．8―11．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．0―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートグレイス 
�
父 ヤマニンセラフィム 

�
母父 トワイニング 初出走

2012．3．2生 牝2栗 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルバカンマツリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月16日まで平

地競走に出走できない。
※出走取消馬 ハトマークエース号（疾病〔創傷性右角膜炎〕のため）



3104311月16日 晴 良 （26京都5）第4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

12 ワールドダンス 牡3栗 55 福永 祐一杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 470± 01：51．7 4．7�
59 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 554＋ 21：51．8� 1．6�
11 タマモネイヴィー 牡3鹿 55 戸崎 圭太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B492＋ 41：52．01� 15．7�
815 サンライズレーヴ 牡3栗 55

52 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464± 01：52．42� 20．5�

611 シーリーヴェール 牡3青鹿55 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 478＋ 81：52．61� 8．5	
713 トウキョウタフガイ 牡3鹿 55 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム B474＋ 61：52．7クビ 11．9

510 ネオヴァリアント 牡3鹿 55 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 486＋181：52．91� 96．1�
47 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 514－ 21：53．32� 78．8�
816	 デンコウウンリュウ 牡4鹿 57 北村 友一田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 520± 01：53．62 268．4
35 プラチナグロース 
4芦 57 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 496＋ 4 〃 ハナ 23．6�
23 アラートミノル 牡3鹿 55 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：53．7クビ 142．8�
24 ガッテンキャンパス 牡5鹿 57 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 456＋ 21：55．08 370．4�
612 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57 古川 吉洋森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 B478－ 21：55．63� 375．7�
48 ロワサーブル 牡3栗 55 P．ブドー �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 クビ 67．6�

（仏）

714 アダムズアップル 牡3鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 516＋ 21：55．81� 50．9�
36 リ コ ル デ ィ 牡3鹿 55 国分 恭介 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 500－ 81：57．39 139．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，647，400円 複勝： 92，780，500円 枠連： 17，866，800円
馬連： 73，992，400円 馬単： 44，802，300円 ワイド： 38，012，300円
3連複： 93，059，800円 3連単： 172，138，700円 計： 565，300，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 110円 � 250円 枠 連（1－5） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 170円 �� 480円 �� 410円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 326474 的中 � 54874（2番人気）
複勝票数 計 927805 的中 � 81065（2番人気）� 631017（1番人気）� 28790（6番人気）
枠連票数 計 178668 的中 （1－5） 48545（1番人気）
馬連票数 計 739924 的中 �� 188364（1番人気）
馬単票数 計 448023 的中 �� 38740（3番人気）
ワイド票数 計 380123 的中 �� 74531（1番人気）�� 16925（6番人気）�� 20694（4番人気）
3連複票数 計 930598 的中 ��� 76915（2番人気）
3連単票数 計1721387 的中 ��� 28026（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―36．0―48．8―1：01．7―1：14．4―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3
14－10－9（2，5）（6，8，11）12，3，15，13（1，16）－7＝4・（14，10）（9，5）（2，13）11（6，7）（8，3，12）15（16，4）1

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

勝馬の
紹 介

ワールドダンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．11．30 中京1着

2011．5．14生 牡3栗 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド 11戦2勝 賞金 21，600，000円
〔制裁〕 ネオヴァリアント号の騎手松山弘平は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リコルディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月16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。

3104411月16日 晴 良 （26京都5）第4日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：10．0
2：10．0

良
良

11 マイネルリヒト 牡5鹿 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 B476－ 42：14．0 75．3�

44 マハロチケット 牡3鹿 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 464± 02：14．31� 9．5�

33 ヘミングウェイ 牡4黒鹿57 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 484＋ 4 〃 ハナ 3．4�

66 アドマイヤスピカ 牡4栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 クビ 3．4�
22 ストロベリーキング 牡3黒鹿 55

52 ▲義 英真田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 472－ 22：14．4クビ 14．3�
89 サンライズタイセイ 牡4鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 2 〃 アタマ 5．9	
88 ペプチドアマゾン 牡4鹿 57 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 470－102：14．5� 4．0

55 トーセンギャラリー 牡5鹿 57 C．ルメール 島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496－ 42：15．13	 16．1�

（仏）

77 ディープカジノ 牡3鹿 55 松山 弘平深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 456－ 22：19．4大差 148．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，372，500円 複勝： 43，262，100円 枠連： 14，283，500円
馬連： 66，258，600円 馬単： 38，439，400円 ワイド： 28，535，500円
3連複： 74，025，400円 3連単： 162，333，300円 計： 457，510，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，530円 複 勝 � 1，640円 � 410円 � 200円 枠 連（1－4） 24，930円

馬 連 �� 32，890円 馬 単 �� 87，620円

ワ イ ド �� 6，910円 �� 4，290円 �� 900円

3 連 複 ��� 41，400円 3 連 単 ��� 606，650円

票 数

単勝票数 計 303725 的中 � 3225（8番人気）
複勝票数 計 432621 的中 � 5594（8番人気）� 26237（7番人気）� 71586（3番人気）
枠連票数 計 142835 的中 （1－4） 444（24番人気）
馬連票数 計 662586 的中 �� 1561（28番人気）
馬単票数 計 384394 的中 �� 329（61番人気）
ワイド票数 計 285355 的中 �� 1036（26番人気）�� 1677（23番人気）�� 8559（13番人気）
3連複票数 計 740254 的中 ��� 1341（48番人気）
3連単票数 計1623333 的中 ��� 194（384番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．2―36．9―49．6―1：02．3―1：15．3―1：27．9―1：39．6―1：50．8―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルリヒト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．7．23 新潟13着

2009．2．22生 牡5鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 25戦4勝 賞金 36，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープカジノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月16日まで平地競

走に出走できない。
※ディープカジノ号は，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。



3104511月16日 晴 良 （26京都5）第4日 第9競走 ��
��2，000�

き ぎ く

黄 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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．3
1：59．9

良
良

77 ベ ル ラ ッ プ 牡2鹿 55 P．ブドー �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492± 02：01．9 9．7�
（仏）

11 レトロロック 牡2鹿 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 470＋ 6 〃 ハナ 1．8�

44 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡2黒鹿55 C．ルメール �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 410＋ 62：02．32� 14．4�
（仏）

33 フミノムーン 牡2栗 55 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 454＋ 42：02．4� 5．7�
55 ク レ ス ト 牡2青鹿55 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 500＋ 62：02．6� 25．9	
22 クロスクリーガー 牡2鹿 55 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 464＋142：02．7� 5．1

66 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± 02：03．02 7．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 47，177，800円 複勝： 43，260，000円 枠連： 発売なし
馬連： 81，104，900円 馬単： 55，418，800円 ワイド： 28，871，200円
3連複： 71，064，700円 3連単： 225，077，500円 計： 551，974，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 290円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 340円 �� 740円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 471778 的中 � 38719（5番人気）
複勝票数 計 432600 的中 � 37962（5番人気）� 186688（1番人気）
馬連票数 計 811049 的中 �� 65404（4番人気）
馬単票数 計 554188 的中 �� 16200（9番人気）
ワイド票数 計 288712 的中 �� 23027（4番人気）�� 9291（12番人気）�� 17513（5番人気）
3連複票数 計 710647 的中 ��� 26685（9番人気）
3連単票数 計2250775 的中 ��� 11908（49番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―13．2―13．0―13．3―12．0―11．2―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．6―49．8―1：02．8―1：16．1―1：28．1―1：39．3―1：50．2

コーナー
通過順位

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

2
4
5－7－6，4－2，3，1・（1，7，3）（5，6）4，2

勝馬の
紹 介

ベ ル ラ ッ プ �

父 ハーツクライ �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．6．15 東京5着

2012．3．9生 牡2鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 4戦2勝 賞金 17，182，000円
〔制裁〕 レトロロック号の騎手浜中俊は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・7番）

ジュヒョウ号の騎手C．ルメールは，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100，000円。（被害馬：6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16日 晴 良 （26京都5）第4日 第10競走 ��
��1，600�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，25．11．9以降26．11．9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 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
1：31．4
1：30．7

良
良

813 アルバタックス 牡4栗 55 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋ 21：32．6 7．1�
22 ブレークビーツ �4鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 448＋ 41：32．81� 18．8�

（仏）

712 ワードイズボンド 牡3青 53 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 532± 01：32．9	 12．2�
814 タガノエトワール 牝3鹿 54 小牧 太八木 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 446＋ 4 〃 クビ 3．0�
610 イリュミナンス 牝4鹿 54 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 484－ 21：33．0クビ 6．6�
33 テイエムイナズマ 牡4黒鹿56 P．ブドー 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 514＋ 6 〃 クビ 21．3	
（仏）

58 オースミナイン 牡4鹿 58 福永 祐一
オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 472－ 41：33．1
 4．1�
57 ウインスプラッシュ 牡3鹿 54 松山 弘平
ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 500＋ 81：33．31 76．5�
45 メイケイペガスター 牡4青 58 四位 洋文名古屋競馬
 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 6 〃 クビ 9．7
34 アドマイヤビジン 牝3芦 52 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 492＋ 2 〃 ハナ 31．6�
46 マルタカシクレノン 牡6青鹿54 幸 英明國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 514＋10 〃 ハナ 41．1�
11 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 464＋ 41：33．62 56．2�
711 アドマイヤドバイ 牡4鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464＋ 41：33．7
 45．8�
69 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿54 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 480＋101：34．12	 220．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，861，800円 複勝： 77，513，800円 枠連： 34，079，700円
馬連： 158，621，600円 馬単： 72，303，600円 ワイド： 63，035，400円
3連複： 189，035，400円 3連単： 296，506，900円 計： 943，958，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 440円 � 370円 枠 連（2－8） 2，500円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 11，220円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，280円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 20，990円 3 連 単 ��� 112，660円

票 数

単勝票数 計 528618 的中 � 59355（4番人気）
複勝票数 計 775138 的中 � 101646（3番人気）� 41806（7番人気）� 52505（6番人気）
枠連票数 計 340797 的中 （2－8） 10564（10番人気）
馬連票数 計1586216 的中 �� 19082（22番人気）
馬単票数 計 723036 的中 �� 4831（40番人気）
ワイド票数 計 630354 的中 �� 8402（22番人気）�� 12917（15番人気）�� 5603（32番人気）
3連複票数 計1890354 的中 ��� 6752（70番人気）
3連単票数 計2965069 的中 ��� 1908（348番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―46．9―58．3―1：09．3―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルバタックス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．28 京都2着

2010．3．8生 牡4栗 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 21戦5勝 賞金 87，207，000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



3104711月16日 晴 良 （26京都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39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

11 ラ キ シ ス 牝4鹿 56 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：12．3 6．8�
35 ヌーヴォレコルト 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 3．3�
715 ディアデラマドレ 牝4鹿 56 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 450＋ 62：12．51	 11．7�
12 フーラブライド 牝5鹿 56 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 484－ 42：12．6クビ 30．7�
23 キャトルフィーユ 牝5鹿 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 470± 0 〃 アタマ 19．3	

（仏）

612 ショウナンパンドラ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 62：12．7
 8．9


713 コウエイオトメ 牝6鹿 56 北村 友一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 484－ 22：12．8� 103．7�
818 アロマティコ 牝5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 462－ 22：13．01 21．5�
47 サンシャイン 牝5黒鹿56 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436＋ 62：13．1� 208．2
816 スマートレイアー 牝4芦 56 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 476＋12 〃 クビ 9．3�
510 ヴィルシーナ 牝5青 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454－ 42：13．2クビ 18．3�
36 メイショウマンボ 牝4鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 490－142：13．3� 5．6�
817 ブランネージュ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 466＋ 42：13．51� 57．5�
714 サングレアル 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 410＋ 6 〃 ハナ 37．1�
59 ホエールキャプチャ 牝6芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 476＋ 22：13．71	 33．8�
611 レッドリヴェール 牝3黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 412－ 62：13．91	 40．6�
24 オメガハートロック 牝3黒鹿54 小牧 太原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 452－ 82：14．11	 143．8�
48 � グレイスフラワー 牝5青鹿56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458± 02：14．2
 50．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 550，803，400円 複勝： 628，229，600円 枠連： 550，835，100円 馬連： 2，162，011，800円 馬単： 975，187，200円
ワイド： 704，918，700円 3連複： 3，044，448，500円 3連単： 5，487，512，700円 5重勝： 675，347，700円 計： 14，779，294，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 140円 � 320円 枠 連（1－3） 610円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，240円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 15，570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����� 20，554，060円

票 数

単勝票数 計5508034 的中 � 638948（3番人気）
複勝票数 計6282296 的中 � 848038（2番人気）� 1509569（1番人気）� 388749（6番人気）
枠連票数 計5508351 的中 （1－3） 695795（1番人気）
馬連票数 計21620118 的中 �� 1723058（1番人気）
馬単票数 計9751872 的中 �� 341737（3番人気）
ワイド票数 計7049187 的中 �� 503014（1番人気）�� 136546（13番人気）�� 229087（6番人気）
3連複票数 計30444485 的中 ��� 751164（5番人気）
3連単票数 計54875127 的中 ��� 255371（28番人気）
5重勝票数 計6753477 的中 ����� 23

ハロンタイム 12．2―10．8―12．4―12．7―12．2―12．8―12．9―12．2―11．5―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．0―35．4―48．1―1：00．3―1：13．1―1：26．0―1：38．2―1：49．7―2：01．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ キ シ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．2 阪神1着

2010．1．31生 牝4鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 11戦4勝 賞金 213，392，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イリュミナンス号・タガノエトワール号・トーセンアルニカ号・ブリッジクライム号
※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16日 晴 良 （26京都5）第4日 第12競走 ��
��1，200�ドンカスターカップ

発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．11．9以降26．11．9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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

612 ミヤジエルビス 牡4青鹿57 戸崎 圭太曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 492＋ 81：11．3 6．2�
24 ジャコカッテ 牡3栗 54 蛯名 正義晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 494± 01：11．51� 12．2�
11 � ヴィクタシア 牝5黒鹿54 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B510± 0 〃 クビ 3．0�
611 キンシザイル 牡5鹿 55 三浦 皇成若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 504＋ 61：11．6	 55．6�
816 ドニカナルボーイ 牡4黒鹿55 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 462＋ 21：11．92 14．6�
714 マ ン リ ー 牡4鹿 54 藤岡 康太古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 520＋ 4 〃 クビ 72．2�
36 � アースゼウス 牡4栗 56 C．ルメール 	グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

524＋10 〃 ハナ 6．6

（仏）

12 � セ ト ア ロ ー 牡3鹿 55 岩田 康誠難波 澄子氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

526＋ 81：12．0クビ 4．9�
815 カシノインカローズ 牝5鹿 53 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 458＋ 4 〃 クビ 65．3�
48 アイムユアドリーム 牝3栗 51 義 英真ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 456＋ 61：12．1クビ 97．5
47 � ミリアグラシア 牝4栗 53 浜中 俊杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 514＋ 81：12．31	 12．1�
23 チョウテッパン 牡3栗 52 国分 恭介丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 496＋ 61：12．4	 121．9�
510 スズノオオタカ 牡6鹿 52 柴田 未崎阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 524＋ 4 〃 ハナ 281．8�
59 ドリームカイザー 牡3栗 53 池添 謙一セゾンレースホース	 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 512＋241：12．5	 14．5�
35 レ ギ ス 牡4栗 57．5 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 468＋ 41：13．88 33．9�
713 ヒカルソラフネ 牡5鹿 54 幸 英明松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 484－181：14．33 72．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，166，000円 複勝： 121，002，400円 枠連： 67，171，800円
馬連： 250，339，400円 馬単： 115，677，800円 ワイド： 109，490，000円
3連複： 302，291，800円 3連単： 519，815，100円 計： 1，575，954，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 270円 � 140円 枠 連（2－6） 3，380円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 460円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 22，100円

票 数

単勝票数 計 901660 的中 � 116040（3番人気）
複勝票数 計1210024 的中 � 134631（3番人気）� 95981（5番人気）� 275326（1番人気）
枠連票数 計 671718 的中 （2－6） 15388（14番人気）
馬連票数 計2503394 的中 �� 53263（14番人気）
馬単票数 計1156778 的中 �� 14296（23番人気）
ワイド票数 計1094900 的中 �� 21554（15番人気）�� 65166（2番人気）�� 41298（7番人気）
3連複票数 計3022918 的中 ��� 71132（6番人気）
3連単票数 計5198151 的中 ��� 17051（54番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．7―12．4―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．8
3 6，11（2，7，9）13（4，10）－16（1，12）5，14（3，15）8 4 6，11（2，7）9，4，10（1，13）16，12，5，14，15（3，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミヤジエルビス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．2．21生 牡4青鹿 母 キャタラクト 母母 Queen Tutta 16戦4勝 賞金 65，158，000円
〔制裁〕 スズノオオタカ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50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 エスケイティアラ号・クーゲル号・サカジロヴィグラス号・シニスタークイーン号・ステイウェル号・

スランジバール号・デンコウヒノマル号・ノボリフジ号・ヒカリマサムネ号・ヒルノケアンズ号・
フレンチトースト号・ローレルボルケーノ号

※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5）第4日 11月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

351，520，000円
13，400，000円
6，790，000円
30，610，000円
64，585，500円
4，956，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
969，426，500円
1，300，216，600円
758，246，400円
3，078，197，700円
1，488，158，900円
1，123，175，300円
4，133，375，500円
7，487，231，300円
675，347，700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 21，013，375，900円

総入場人員 45，803名 （有料入場人員 42，015名）
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