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3108511月29日 雨 不良 （26京都5）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

24 エイシンチャーター 牝2芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 462－101：25．0 1．9�
714 タガノトリオンフ 牝2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：25．31� 37．6�
815 ショウナンサアーダ 牝2黒鹿54 W．ビュイック 国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 490＋ 41：25．51� 3．2�

（英）

12 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 430－ 41：25．6� 31．2�
713 サカジロビューティ 牝2鹿 54

52 △小崎 綾也ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 434＋ 81：26．02� 14．1�
36 ハギノナトゥーラ 牝2鹿 54 �島 良太日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 01：26．42� 69．1	
611 ト ゥ ル ビ ネ 牝2芦 54 川田 将雅 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 434－ 61：26．61� 5．7�
23 ボストンマリ 牝2黒鹿54 菱田 裕二山上 和良氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 41：26．7クビ 138．9�
59 ラームリュンヌ 牝2黒鹿54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 飯田 祐史 新冠 新冠橋本牧場 478± 01：26．8� 19．4
510 クインズメモリア 牝2鹿 54 北村 友一 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 日高 沖田牧場 414－ 41：27．11� 122．3�
47 ラガーマイレッカー 牝2栗 54 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 村下 清志 488－ 41：27．52� 319．5�
612 タイキアデリナ 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政
大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 462－ 41：27．81� 202．9�
11 ファイヤウィード 牝2鹿 54 柴田 未崎松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 494－ 21：27．9クビ 247．4�
48 ページェントリー 牝2青鹿54 幸 英明杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 444＋ 21：28．0� 67．0�
35 タガノプリマドンナ 牝2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 21：28．32 250．8�
816 マーガレットペスカ 牝2青鹿 54

52 △松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 442－ 21：29．15 251．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，600，700円 複勝： 67，871，200円 枠連： 10，654，900円
馬連： 51，594，600円 馬単： 33，457，400円 ワイド： 29，774，100円
3連複： 71，385，800円 3連単： 122，612，300円 計： 416，951，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 440円 � 130円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 530円 �� 180円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 15，080円

票 数

単勝票数 計 296007 的中 � 123285（1番人気）
複勝票数 計 678712 的中 � 406069（1番人気）� 12712（7番人気）� 86130（2番人気）
枠連票数 計 106549 的中 （2－7） 11353（3番人気）
馬連票数 計 515946 的中 �� 16306（8番人気）
馬単票数 計 334574 的中 �� 8147（12番人気）
ワイド票数 計 297741 的中 �� 12714（6番人気）�� 55260（1番人気）�� 3922（17番人気）
3連複票数 計 713858 的中 ��� 21118（8番人気）
3連単票数 計1226123 的中 ��� 5892（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―47．6―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．4
3 6（14，15）（4，13）（1，9）－（3，8）11（2，16）10，7＝5，12 4 ・（6，14）15（4，13）9，1，3（2，8）11，10，7－16－5－12

勝馬の
紹 介

エイシンチャーター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．10．18 京都2着

2012．1．31生 牝2芦 母 エイシンチーター 母母 ア ラ デ ヤ 3戦1勝 賞金 9，800，000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。

3108611月29日 曇 不良 （26京都5）第8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

11 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 456＋ 21：52．3 1．2�
812 テイエムテツジン 牡2栗 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 434－ 41：52．4� 51．3�
44 ヒデノインペリアル 牡2栗 55

53 △小崎 綾也大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 488＋ 21：52．61� 5．6�
56 ル ナ ツ ー 牝2鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 456－ 81：53．77 41．1�
45 ヴ ェ リ テ �2栗 55

53 △松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－ 81：54．12� 98．2�

711 キングザバゴ 牡2青鹿55 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 506－ 81：54．84 134．6�
33 ウインオベロン 牡2黒鹿55 P．ブドー 	ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 466＋101：55．22� 20．7


（仏）

68 ヤマイチレジェンド 牡2栗 55 幸 英明坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 492－ 81：55．62� 11．5�
813 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－ 41：55．81� 60．8�
69 ボールドハート 牡2鹿 55 北村 友一増田 陽一氏 中村 均 新冠 奥山 博 500＋ 61：56．01� 26．4
710 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 456＋ 41：57．17 127．7�
57 タ イ ト 牡2黒鹿55 藤田 伸二西山 茂行氏 森 秀行 新冠 川上牧場 468＋ 4 〃 クビ 52．6�
22 フェスティヴオウカ 牡2鹿 55 大野 拓弥臼井義太郎氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 524－ 61：59．8大差 181．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，902，000円 複勝： 95，189，300円 枠連： 13，900，100円
馬連： 42，650，600円 馬単： 39，136，400円 ワイド： 25，327，800円
3連複： 58，992，800円 3連単： 133，860，300円 計： 433，959，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 590円 � 130円 枠 連（1－8） 1，070円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 810円 �� 150円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 8，620円

票 数

単勝票数 計 249020 的中 � 157228（1番人気）
複勝票数 計 951893 的中 � 754362（1番人気）� 6686（9番人気）� 61217（2番人気）
枠連票数 計 139001 的中 （1－8） 9991（3番人気）
馬連票数 計 426506 的中 �� 12830（7番人気）
馬単票数 計 391364 的中 �� 8782（9番人気）
ワイド票数 計 253278 的中 �� 6379（10番人気）�� 62308（1番人気）�� 2435（21番人気）
3連複票数 計 589928 的中 ��� 15382（9番人気）
3連単票数 計1338603 的中 ��� 11250（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．3―50．6―1：03．7―1：16．1―1：28．2―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトベーネ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．5 中京11着

2012．3．24生 牡2栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 5戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティヴオウカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月29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。

第５回 京都競馬 第８日



3108711月29日 曇 稍重 （26京都5）第8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

814 ネオスターダム 牡2黒鹿55 W．ビュイック 一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：36．5 2．8�
（英）

58 アキトオリオン 牡2鹿 55 四位 洋文岡田 昭利氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：37．03 4．0�
59 ト キ ワ 牝2鹿 54 幸 英明田畑 マヤ氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 462＋ 6 〃 クビ 3．6�
46 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 452－ 41：37．1クビ 7．1�
22 クリノテンホー 牡2鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 様似 様似渡辺牧場 414＋10 〃 アタマ 43．7�
11 ハッピーユニバンス 牝2黒鹿54 秋山真一郎亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 ハナ 11．3	
47 シルバーソード 牡2鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 81：37．31� 104．4

712 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 484＋ 61：37．51 30．4�
611 ハッピーコラソン 牝2青鹿54 武 幸四郎松島 正昭氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 424－ 4 〃 クビ 45．7�
23 マ タ ン ギ �2芦 55

53 △岩崎 翼ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 424± 01：37．6� 335．5�
34 アスタキサンチン 牝2栗 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 小葉松 幸雄 450－ 61：38．02� 59．5�
610 メイショウオウケン 牡2栗 55 	島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 420± 01：38．53 189．2�
815 ノーブルクリスタル 牡2鹿 55 古川 吉洋吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞
湖 レイクヴィラファーム 470－ 21：38．81� 107．6�
35 フォースター 牡2栗 55 藤田 伸二中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 450－ 41：39．11� 126．7�
713 デルニエアトゥー 牡2黒鹿55 和田 竜二前田 晋二氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 486－ 81：40．05 45．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，803，400円 複勝： 38，482，400円 枠連： 14，871，200円
馬連： 49，066，300円 馬単： 31，853，900円 ワイド： 30，008，600円
3連複： 76，667，900円 3連単： 106，726，400円 計： 374，480，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（5－8） 240円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 290円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，460円

票 数

単勝票数 計 268034 的中 � 74019（1番人気）
複勝票数 計 384824 的中 � 91450（1番人気）� 61092（3番人気）� 83543（2番人気）
枠連票数 計 148712 的中 （5－8） 46209（1番人気）
馬連票数 計 490663 的中 �� 49551（2番人気）
馬単票数 計 318539 的中 �� 18916（3番人気）
ワイド票数 計 300086 的中 �� 24992（2番人気）�� 47712（1番人気）�� 20618（3番人気）
3連複票数 計 766679 的中 ��� 102102（1番人気）
3連単票数 計1067264 的中 ��� 22359（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―48．2―1：00．6―1：12．3―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．9
3 14，7，13（11，6，9）（5，1，12，8）（4，3，15）（2，10） 4 14（7，9）（11，6，8）（1，12）（5，13）（3，15）4（2，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオスターダム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．7．26 中京7着

2012．3．6生 牡2黒鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 5戦1勝 賞金 9，600，000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。

3108811月29日 曇 稍重 （26京都5）第8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
1：20．5
1：20．3

良
良

59 � イ ッ テ ツ 牡2鹿 55 武 豊林 正道氏 矢作 芳人 愛 Swordle-
stown Stud 476＋241：23．3 2．5�

46 マルヨバクシン 牝2栗 54 北村 友一野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 476－ 61：24．04 7．4�
610 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± 0 〃 クビ 45．8�
11 ビーチパラソル 牝2芦 54 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 468＋ 21：24．1� 6．5�
814 ダイメイチャンプ 牝2鹿 54 藤岡 佑介宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 462± 01：24．2クビ 12．1�
23 サンライズステラ 牡2鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 438± 0 〃 クビ 184．9�
22 ラ ク ア ミ 牝2栗 54 幸 英明西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 6．2	
34 パンプキンパイ 牝2栗 54 小牧 太山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 412－ 21：24．41 38．5

58 デンタルキューティ 牝2青 54 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 440－ 81：24．93 147．0�
815 フォローガーネット 牝2鹿 54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 454－ 81：25．0クビ 7．9�
47 ロードヘラクレス 牡2黒鹿55 酒井 学 ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 490± 0 〃 クビ 22．9�
611 サトノギアス 牡2鹿 55

53 △松若 風馬里見 治氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 440＋ 6 〃 ハナ 25．6�
712 マイネルシアトル 牡2芦 55 川須 栄彦 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 450＋141：25．21	 100．3�
713 ロードグロワール 牡2鹿 55 菱田 裕二 ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444± 0 〃 クビ 68．1�
35 � マイグリュック 牝2鹿 54 W．ビュイック �シルクレーシング 吉村 圭司 英 Watership

Down Stud 470± 01：25．3� 36．7�
（英）

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，006，300円 複勝： 41，288，100円 枠連： 17，737，300円
馬連： 61，026，700円 馬単： 33，538，300円 ワイド： 33，382，400円
3連複： 78，854，300円 3連単： 109，199，100円 計： 404，032，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 230円 � 800円 枠 連（4－5） 1，040円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，620円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 15，940円 3 連 単 ��� 43，950円

票 数

単勝票数 計 290063 的中 � 92750（1番人気）
複勝票数 計 412881 的中 � 83771（1番人気）� 47155（5番人気）� 10062（11番人気）
枠連票数 計 177373 的中 （4－5） 13093（4番人気）
馬連票数 計 610267 的中 �� 39444（4番人気）
馬単票数 計 335383 的中 �� 14750（4番人気）
ワイド票数 計 333824 的中 �� 16986（4番人気）�� 3155（29番人気）�� 2077（44番人気）
3連複票数 計 788543 的中 ��� 3708（47番人気）
3連単票数 計1091991 的中 ��� 1801（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．8―48．0―59．9―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ッ テ ツ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．8．24 札幌3着

2012．3．2生 牡2鹿 母 Temple Street 母母 Echoes 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ビーチパラソル号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12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。



3108911月29日 曇 稍重 （26京都5）第8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

59 ロードフェリーチェ 牡2鹿 55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 436 ―1：36．2 7．5�
816 ゴーントレット 牡2黒鹿55 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480 ―1：36．41� 1．8�
48 サンライズフレーズ 牡2鹿 55 W．ビュイック 松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 448 ―1：37．03� 81．3�

（英）

47 サウンドドゥイット 牡2鹿 55 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 448 ―1：37．1� 100．0�
24 ショウナンラージャ 牡2青鹿55 川田 将雅国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 440 ―1：37．41� 6．0�
612 ヒメキヨヒダカ 牝2黒鹿54 和田 竜二岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 444 ―1：37．71� 9．9	
510 ウォーターエライ 牡2栗 55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 432 ―1：38．12� 137．0

714 ガンクラブチェック 牡2鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508 ―1：38．42 30．2�
611 セイントバローズ 牡2鹿 55 藤岡 佑介猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 472 ―1：38．61� 17．4�
12 ミッキーオリビエ 牡2栗 55

53 △松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 540 ― 〃 クビ 13．2
35 ハ ー ツ キ ー 牝2黒鹿54 内田 博幸橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468 ―1：38．7� 26．3�
23 パ イ グ リ ン 牝2鹿 54 川須 栄彦西森 鶴氏 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 438 ― 〃 アタマ 166．8�
36 ビービーロイド 牡2鹿 55 武 幸四郎坂東 勝彦氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 440 ―1：39．01� 59．2�
815 エイシンダカール 牡2芦 55 P．ブドー 平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 450 ―1：39．1� 33．8�

（仏）

713 ブライアンキング 牡2鹿 55 幸 英明林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 470 ―1：39．31� 67．5�
11 ケ ラ ー 牡2栗 55 藤岡 康太幅田 京子氏 加用 正 日高 坪田 信作 474 ―1：40．25 48．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，949，600円 複勝： 34，932，700円 枠連： 16，492，000円
馬連： 47，482，800円 馬単： 32，597，500円 ワイド： 27，482，700円
3連複： 59，454，600円 3連単： 93，613，700円 計： 337，005，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 200円 � 120円 � 1，480円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 360円 �� 4，740円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 13，940円 3 連 単 ��� 81，770円

票 数

単勝票数 計 249496 的中 � 26594（3番人気）
複勝票数 計 349327 的中 � 43554（3番人気）� 105960（1番人気）� 3726（14番人気）
枠連票数 計 164920 的中 （5－8） 20164（2番人気）
馬連票数 計 474828 的中 �� 50702（1番人気）
馬単票数 計 325975 的中 �� 11806（7番人気）
ワイド票数 計 274827 的中 �� 22065（1番人気）�� 1379（47番人気）�� 2340（28番人気）
3連複票数 計 594546 的中 ��� 3197（45番人気）
3連単票数 計 936137 的中 ��� 830（237番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．5―12．4―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．9―47．4―59．8―1：12．0―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードフェリーチェ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．2．18生 牡2鹿 母 レディチャーム 母母 リ ン ダ ス ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サンライズフレーズ号の騎手W．ビュイックは，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：5番）
サウンドドゥイット号の騎手北村友一は，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30，000円。（被害馬：13番・

15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。

3109011月29日 曇 不良 （26京都5）第8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

24 スマートカルロス 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 452 ―1：11．7 1．9�
36 メイショウボノム 牡2鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460 ―1：12．12� 11．1�
510 マコトグランドゥ 牡2栗 55 小牧 太�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 466 ―1：12．73� 8．6�
12 ナリタサウス 牡2栗 55 幸 英明�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 460 ―1：13．12� 17．7�
23 ヤサカナンティー 牡2鹿 55 藤田 伸二志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 478 ―1：13．2� 43．7�
815 ミキノソレイユ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 424 ―1：13．51� 115．0	
612 ジャックオンリバー 牡2栗 55 岡田 祥嗣河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 岡田牧場 424 ― 〃 クビ 86．8

11 コパノチャールズ 牡2栗 55 古川 吉洋小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 504 ―1：13．81� 7．3�
713 サンダルエチケット 牝2栗 54

52 △小崎 綾也芳賀 克也氏 白井 寿昭 新冠 ムラカミファーム 468 ―1：14．65 6．9�
35 ハギノレイラニ 牝2鹿 54 内田 博幸安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 414 ― 〃 クビ 20．0
47 サーティグランド 牡2鹿 55

52 ▲義 英真山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 山本 昇寿 482 ―1：14．7� 76．8�
816 ヤマノレッカー 牡2黒鹿55 小林 徹弥澤村 敏雄氏 目野 哲也 新ひだか 坂本牧場 496 ―1：14．8� 224．1�
48 ドリームテーラー 牡2鹿 55 柴田 未崎中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：15．11� 74．5�
611 オープニングガラ 牡2青鹿55 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 474 ―1：15．41� 20．9�
59 ブリサマリナ 牝2黒鹿 54

52 △松若 風馬�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 394 ―1：15．82� 45．4�

714 ジュライバース 牝2栗 54
51 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 496 ―1：17．7大差 185．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，919，500円 複勝： 37，507，200円 枠連： 16，635，600円
馬連： 53，549，900円 馬単： 31，072，700円 ワイド： 28，818，700円
3連複： 64，958，600円 3連単： 91，333，000円 計： 349，795，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 230円 � 180円 枠 連（2－3） 710円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 410円 �� 370円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 259195 的中 � 105684（1番人気）
複勝票数 計 375072 的中 � 110392（1番人気）� 32248（5番人気）� 45833（3番人気）
枠連票数 計 166356 的中 （2－3） 18127（3番人気）
馬連票数 計 535499 的中 �� 39465（4番人気）
馬単票数 計 310727 的中 �� 14674（4番人気）
ワイド票数 計 288187 的中 �� 18437（4番人気）�� 21211（1番人気）�� 6181（12番人気）
3連複票数 計 649586 的中 ��� 20181（5番人気）
3連単票数 計 913330 的中 ��� 7479（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．2―11．8―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートカルロス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2012．5．18生 牡2鹿 母 シュガーキャンディ 母母 ダイナシユガー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュライバース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月29日まで平地競

走に出走できない。



3109111月29日 曇 不良 （26京都5）第8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 7，500，000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

46 メイショウアイアン 牡4鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 488－101：23．6 8．9�
58 � 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± 0 〃 クビ 2．8�
610 リバーソウル 牡3黒鹿56 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：23．81	 15．2�
59 サ ン シ カ ゴ 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 476＋161：24．01
 15．4�
23 � チョウエンペラー 牡3栗 56 松山 弘平丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 452± 0 〃 ハナ 77．0�
11 アサクサプライド 牡3栗 56 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466＋ 21：24．1クビ 41．5	
35 メイショウヒコボシ 牡3鹿 56 武 豊松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 528＋ 21：24．41� 7．5

712 レイズオブザサン 牡5黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450－ 61：24．5クビ 146．2�
22 ア チ ー ヴ 牡4黒鹿 57

55 △小崎 綾也前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 466＋ 2 〃 アタマ 36．5�
713 ゼロワンシンジロー 牡5鹿 57 小牧 太国田 正忠氏 森田 直行 新冠 長浜牧場 484－ 21：25．13
 46．5
611� マルモグリフィス 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 474＋ 81：25．2� 323．9�
47 ハンマークラビア 牝3黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：25．73 50．2�
34 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± 0 〃 ハナ 257．8�
815 ワンダーアジル 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 460＋ 21：26．12
 2．5�
814� エアルーヴル 牝3栗 54 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm 448＋101：27．48 52．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，518，800円 複勝： 47，469，500円 枠連： 17，173，100円
馬連： 70，912，200円 馬単： 41，609，500円 ワイド： 38，789，000円
3連複： 97，358，000円 3連単： 150，723，800円 計： 496，553，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 220円 � 140円 � 290円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，510円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 325188 的中 � 29031（4番人気）
複勝票数 計 474695 的中 � 49909（4番人気）� 109675（2番人気）� 34383（5番人気）
枠連票数 計 171731 的中 （4－5） 16298（3番人気）
馬連票数 計 709122 的中 �� 47200（3番人気）
馬単票数 計 416095 的中 �� 10600（8番人気）
ワイド票数 計 387890 的中 �� 22615（3番人気）�� 6220（15番人気）�� 12933（7番人気）
3連複票数 計 973580 的中 ��� 14669（13番人気）
3連単票数 計1507238 的中 ��� 4932（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．9―59．0―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアイアン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．8．19 札幌6着

2010．2．15生 牡4鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 15戦3勝 賞金 30，218，000円
〔その他〕 ワンダーアジル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ワンダーアジル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年12月29日まで出走できない。

3109211月29日 晴 不良 （26京都5）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

33 エーシンヘディング 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 480＋ 41：50．5 4．5�
11 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 512－ 21：50．71� 21．7�
66 マイフリヴァ 牡3黒鹿55 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：51．01� 7．3�
810 トランザムスター 牡4鹿 57 W．ビュイック �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B560± 01：51．1� 2．3�
（英）

22 アマノウインジー 牡3黒鹿55 武 豊中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 484＋ 81：51．31� 16．3	
55 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿57 P．ブドー �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 アタマ 4．6


（仏）

78 オアフライダー 牡4鹿 57 藤岡 佑介 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 タバタファーム 482＋ 41：51．51� 47．9�
67 サ チ ゴ ロ ウ 牡4栗 57

55 △小崎 綾也小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 B498＋151：51．71� 66．5�
44 キ ク タ ロ ウ 牡5鹿 57 菱田 裕二国田 正忠氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 460＋ 81：51．8� 93．9
79 ライフトップガン 牡4鹿 57 内田 博幸谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 484－10 〃 アタマ 22．4�
811	 エイユーラピス 牝5鹿 55

53 △松若 風馬笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 488± 01：52．97 18．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，008，100円 複勝： 43，316，300円 枠連： 16，477，400円
馬連： 79，133，500円 馬単： 46，432，100円 ワイド： 39，439，100円
3連複： 98，167，300円 3連単： 179，702，000円 計： 533，675，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 430円 � 240円 枠 連（1－3） 8，190円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 740円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 57，590円

票 数

単勝票数 計 310081 的中 � 54157（2番人気）
複勝票数 計 433163 的中 � 66063（3番人気）� 22153（8番人気）� 48280（4番人気）
枠連票数 計 164774 的中 （1－3） 1559（20番人気）
馬連票数 計 791335 的中 �� 15352（15番人気）
馬単票数 計 464321 的中 �� 5337（23番人気）
ワイド票数 計 394391 的中 �� 8609（15番人気）�� 14236（8番人気）�� 4352（24番人気）
3連複票数 計 981673 的中 ��� 8034（29番人気）
3連単票数 計1797020 的中 ��� 2262（177番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―12．6―12．5―12．2―11．8―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．0―49．6―1：02．1―1：14．3―1：26．1―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンヘディング �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Mi Cielo デビュー 2012．11．24 京都8着

2010．5．6生 牡4鹿 母 バーモントガール 母母 Raging Apalachee 17戦3勝 賞金 23，990，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 マイフリヴァ号は，馬場入場後に馬装整備。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 マイフリヴァ号の調教師友道康夫は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000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。



3109311月29日 晴 稍重 （26京都5）第8日 第9競走 ��
��2，400�

た か お

高 雄 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．11．23以降26．11．24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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

44 エ ス ペ リ ア 牡5栗 54 武 豊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 462＋222：26．4 7．2�
33 � メイショウシレトコ 牡6鹿 50 岩崎 翼松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466－ 22：26．61� 87．2�
89 サイモンラムセス 牡4鹿 55 北村 友一澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 22：26．7	 4．5�
11 キンショータイム 牡4栗 52 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 496＋ 42：27．02 29．7�
55 ヴォルスング 牡3鹿 53 和田 竜二 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 42：27．32 7．2�
77 クロニクルスカイ 牡3鹿 53 松田 大作 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 514－ 42：27．4クビ 10．5

78 ダンディーズムーン 牡3鹿 53 大野 拓弥田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋122：27．93 10．6�
22 マハロチケット 牡3鹿 53 内田 博幸金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 日高 白井牧場 466＋ 22：28．22 2．4�
66 タイキプレミアム 牡5鹿 57 P．ブドー �大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 476－ 22：28．62	 9．2

（仏）

810 エスケイティアラ 牝5鹿 50 藤懸 貴志長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 434＋ 42：30．210 135．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，135，900円 複勝： 47，636，800円 枠連： 18，624，200円
馬連： 86，889，100円 馬単： 52，416，200円 ワイド： 39，752，300円
3連複： 106，530，100円 3連単： 204，905，700円 計： 591，890，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 270円 � 1，590円 � 180円 枠 連（3－4） 28，130円

馬 連 �� 32，230円 馬 単 �� 54，600円

ワ イ ド �� 7，320円 �� 800円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 46，690円 3 連 単 ��� 389，910円

票 数

単勝票数 計 351359 的中 � 38620（4番人気）
複勝票数 計 476368 的中 � 46530（4番人気）� 5943（9番人気）� 85519（2番人気）
枠連票数 計 186242 的中 （3－4） 513（30番人気）
馬連票数 計 868891 的中 �� 2089（32番人気）
馬単票数 計 524162 的中 �� 720（64番人気）
ワイド票数 計 397523 的中 �� 1357（32番人気）�� 13603（9番人気）�� 1940（30番人気）
3連複票数 計1065301 的中 ��� 1711（67番人気）
3連単票数 計2049057 的中 ��� 381（436番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．2―12．3―12．2―12．4―12．7―12．6―12．1―12．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．6―34．8―47．1―59．3―1：11．7―1：24．4―1：37．0―1：49．1―2：01．9―2：13．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ス ペ リ ア �
�
父 デュランダル �

�
母父 Chief’s Crown デビュー 2011．12．17 小倉7着

2009．5．31生 牡5栗 母 バ ー シ ャ 母母 My Darling One 27戦3勝 賞金 46，750，000円
〔制裁〕 クロニクルスカイ号の調教師白井寿昭は，馬場入場時に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3109411月29日 晴 不良 （26京都5）第8日 第10競走 ��
��1，200�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走15時10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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

611 ブルーストーン 牝3黒鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 41：10．4 55．7�

48 メイショウツレヅレ 牝5黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 458＋10 〃 アタマ 2．6�
36 エーシングリズリー 牡5黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 488＋ 6 〃 クビ 8．7�
11 コウユーサムライ 牡5栗 57 内田 博幸加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 504＋ 2 〃 アタマ 9．3�
23 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 504＋101：10．5クビ 15．8�
35 シンキングマシーン �5黒鹿57 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B506－ 41：10．6	 27．2	
47 ロードガルーダ 牡5青 57 W．ビュイック �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 516＋ 6 〃 ハナ 16．9


（英）

12 マキャヴィティ 牡3栗 56 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 55．2�

816 ビナスイート 牝5栗 55 松山 弘平井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 494± 01：10．81
 12．6�
24 � ツルオカハチマン 牡5鹿 57 幸 英明居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 514± 01：11．01
 58．7
59 ヤマノサファイア 牡6栗 57 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 438± 01：11．1� 124．5�
713 キクノフレヴァン 牡8鹿 57 国分 恭介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 494＋ 6 〃 アタマ 101．6�
815 ヘアーオブザドッグ 牡5鹿 57 P．ブドー 平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 518－ 21：11．31
 35．2�

（仏）

612 ハーロンベイ 牝4黒鹿55 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 2 〃 クビ 4．1�

714 エリアコンプリート 牡5栗 57 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 464－ 61：11．4� 14．1�
510� イエスイットイズ 牡5鹿 57 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 524＋ 41：12．03	 115．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，130，200円 複勝： 88，969，900円 枠連： 36，512，500円
馬連： 167，591，600円 馬単： 77，051，400円 ワイド： 76，808，500円
3連複： 207，247，500円 3連単： 312，286，400円 計： 1，020，598，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，570円 複 勝 � 860円 � 150円 � 230円 枠 連（4－6） 650円

馬 連 �� 9，540円 馬 単 �� 29，080円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 6，340円 �� 560円

3 連 複 ��� 24，600円 3 連 単 ��� 278，140円

票 数

単勝票数 計 541302 的中 � 7762（12番人気）
複勝票数 計 889699 的中 � 19175（11番人気）� 208244（1番人気）� 95157（3番人気）
枠連票数 計 365125 的中 （4－6） 42908（1番人気）
馬連票数 計1675916 的中 �� 13608（31番人気）
馬単票数 計 770514 的中 �� 1987（84番人気）
ワイド票数 計 768085 的中 �� 4937（41番人気）�� 2974（59番人気）�� 38164（2番人気）
3連複票数 計2072475 的中 ��� 6318（76番人気）
3連単票数 計3122864 的中 ��� 814（736番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーストーン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．7．20 福島1着

2011．3．19生 牝3黒鹿 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 12戦4勝 賞金 55，176，000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。
（非当選馬） 1頭 ルベーゼドランジェ号
※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。



3109511月29日 晴 稍重 （26京都5）第8日 第11競走 ��
��2，000�第1回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 32，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 4，800，000円 3，200，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．3
1：59．9

良
良

66 ベ ル ラ ッ プ 牡2鹿 55 W．ビュイック �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 22：04．8 19．5�
（英）

33 ダノンメジャー 牡2栗 55 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 4．3�
55 シュヴァルグラン 牡2栗 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468± 02：04．9クビ 15．1�
11 フローレスダンサー 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 484－ 22：05．11� 9．3�
88 アイオシルケン 牡2黒鹿55 和田 竜二石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 464± 02：05．31� 93．2	
22 エイシンライダー 牡2黒鹿55 P．ブドー �栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 500± 0 〃 ハナ 7．3


（仏）

77 ティルナノーグ 牡2鹿 55 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 42：05．51� 1．5�

44 テイエムダンシング 牡2鹿 55 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 460± 02：06．03 143．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 139，697，200円 複勝： 238，551，200円 枠連： 発売なし
馬連： 263，901，900円 馬単： 202，270，600円 ワイド： 102，187，600円
3連複： 262，976，300円 3連単： 998，987，000円 計： 2，208，571，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 810円 � 310円 � 680円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 10，660円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，510円 �� 710円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 68，280円

票 数

単勝票数 計1396972 的中 � 57038（6番人気）
複勝票数 計2385512 的中 � 72528（6番人気）� 223745（2番人気）� 88104（5番人気）
馬連票数 計2639019 的中 �� 52708（12番人気）
馬単票数 計2022706 的中 �� 14221（26番人気）
ワイド票数 計1021876 的中 �� 30181（11番人気）�� 16816（15番人気）�� 37959（8番人気）
3連複票数 計2629763 的中 ��� 23394（21番人気）
3連単票数 計9989870 的中 ��� 10607（127番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．5―12．8―13．1―13．4―13．2―12．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．2―50．0―1：03．1―1：16．5―1：29．7―1：42．0―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．1
1
3
8，2－（4，6）－1，3（7，5）
8，2（4，6）1（7，3）5

2
4
8，2（4，6）1，3（7，5）
8，2（4，6，1）（7，3）5

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 5戦3勝 賞金 49，462，000円
〔制裁〕 ベルラップ号の騎手W．ビュイックは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・3番）

ベルラップ号の騎手W．ビュイックは，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・3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。

3109611月29日 晴 稍重 （26京都5）第8日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

817 ダノンマッキンレー 牡3栗 56
54 △松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 488± 01：09．3 8．9�

12 キタサンラブコール 牡3鹿 56 藤田 伸二�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 466± 0 〃 ハナ 6．8�
35 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 460± 01：09．4� 114．1�
612	 コスモグラウベ 牡3黒鹿56 P．ブドー �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 456＋ 41：09．5� 20．9�
（仏）

510 ベルリネッタ 牡3鹿 56 小牧 太大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 460＋ 8 〃 アタマ 24．6	
48 ダイナミックガイ 牡4栗 57 池添 謙一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 484＋ 61：09．6
 8．8

11 マイティースコール 牡6栗 57

54 ▲城戸 義政小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474± 0 〃 アタマ 158．6�

714 シルヴァーグレイス 牝4鹿 55 秋山真一郎吉田 哲哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 456＋ 21：09．7
 23．1�
24 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 494＋ 41：09．8クビ 47．6
59 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 506＋ 21：10．01 17．2�
47 ワキノコクリュウ 牡3青鹿56 川田 将雅脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 524＋ 4 〃 ハナ 8．1�
816 アルマエルナト 牡3栗 56 藤岡 佑介コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 476＋ 2 〃 アタマ 13．0�
611 ティーハーフ 牡4栗 57 武 豊 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 462＋10 〃 ハナ 4．4�
818 オトコギマサムネ 牡3鹿 56 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 クビ 75．5�
23 アリュージョン 牝3鹿 54 内田 博幸 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 476± 01：10．1クビ 8．1�
715 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 492＋ 2 〃 アタマ 15．5�
713 サチノクイーン 牝3鹿 54 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B478＋ 21：10．84 39．9�
36 	 ペガサスジュニア 牡3栗 56

54 △岩崎 翼鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-
take Iida B508－ 41：11．11� 132．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 68，417，700円 複勝： 103，521，700円 枠連： 59，476，200円
馬連： 187，876，900円 馬単： 82，640，400円 ワイド： 93，704，000円
3連複： 248，617，200円 3連単： 362，246，500円 計： 1，206，500，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 230円 � 2，050円 枠 連（1－8） 1，900円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 20，660円 �� 9，380円

3 連 複 ��� 148，330円 3 連 単 ��� 634，360円

票 数

単勝票数 計 684177 的中 � 60951（6番人気）
複勝票数 計1035217 的中 � 110873（4番人気）� 132190（2番人気）� 10573（16番人気）
枠連票数 計 594762 的中 （1－8） 24139（8番人気）
馬連票数 計1878769 的中 �� 43018（9番人気）
馬単票数 計 826404 的中 �� 9039（20番人気）
ワイド票数 計 937040 的中 �� 19135（13番人気）�� 1147（119番人気）�� 2537（87番人気）
3連複票数 計2486172 的中 ��� 1257（370番人気）
3連単票数 計3622465 的中 ��� 414（1818番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―45．2―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．7
3 3，13－4，9（6，7，10）5，17（14，15，18）16，11，2，12－（1，8） 4 3，13－4（7，9，10）5（6，17，18）14（15，16）11（2，12）（1，8）

勝馬の
紹 介

ダノンマッキンレー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．12 京都1着

2011．4．4生 牡3栗 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 10戦3勝 賞金 33，669，000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。
（非当選馬） 1頭 クラウンカイザー号
※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。



（26京都5）第8日 11月29日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 169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

236，090，000円
2，080，000円
11，000，000円
1，280，000円
21，300，000円
65，099，000円
4，530，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
522，089，400円
884，736，300円
238，554，500円
1，161，676，100円
704，076，400円
565，474，800円
1，431，210，400円
2，866，196，200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 8，374，014，100円

総入場人員 17，086名 （有料入場人員 14，877名）
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