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3100111月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時10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
1：52．1
1：50．9

不良
不良

11 ヤマノボンバー 牡2芦 55
52 ▲岩崎 翼澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 444＋ 21：55．7 5．5�

24 ボールドジャパン 牡2鹿 55 M．デムーロ増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 504＋ 61：55．8� 4．6�
（仏）

59 テーオーイージス 牡2黒鹿55 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 484－ 41：55．9� 7．3�
510 トーコープラネット 牡2栗 55 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 460＋ 2 〃 クビ 10．6�
611 ファイヤーロック 牡2黒鹿55 U．リスポリ 金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 472－ 21：56．0� 3．9�
（仏）

12 キタサンウンゲツ 牡2鹿 55 川田 将雅	大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 506＋ 21：56．1� 6．5

47 ローゼロッセ 牝2鹿 54 松田 大作近藤 克麿氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482－ 21：56．31� 15．2�
612 ジョウイチロウ 牡2鹿 55 秋山真一郎泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 522－ 4 〃 アタマ 107．3�
23 メイショウクローバ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 496－141：56．4クビ 98．9
36 ゴ ー ワ ン 牡2黒鹿55 川島 信二佐々木完二氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 512＋ 6 〃 クビ 26．0�
35 マイネルプレセンテ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 452－ 61：56．72 125．9�
48 クインズパール 牡2鹿 55 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 512＋ 21：56．91� 146．5�
714 セルリアンジェダイ 牡2栗 55 小牧 太	イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 466－ 41：57．0� 34．0�
816 オウケンゴールド 牡2栃栗55 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 484± 0 〃 クビ 66．3�
713 ハギノアルソーレ 牡2栗 55 松山 弘平日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：57．85 58．0�
815 デジタルスパーク 牡2鹿 55 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 444－ 41：59．410 52．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，885，500円 複勝： 32，685，600円 枠連： 11，805，800円
馬連： 34，526，900円 馬単： 21，529，700円 ワイド： 18，995，300円
3連複： 52，560，800円 3連単： 73，656，900円 計： 260，646，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 190円 � 250円 枠 連（1－2） 670円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 460円 �� 590円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 15，760円

票 数

単勝票数 計 148855 的中 � 21679（3番人気）
複勝票数 計 326856 的中 � 55700（2番人気）� 47547（3番人気）� 31465（5番人気）
枠連票数 計 118058 的中 （1－2） 13032（3番人気）
馬連票数 計 345269 的中 �� 21831（3番人気）
馬単票数 計 215297 的中 �� 6244（8番人気）
ワイド票数 計 189953 的中 �� 10567（3番人気）�� 8028（6番人気）�� 5746（9番人気）
3連複票数 計 525608 的中 ��� 12993（9番人気）
3連単票数 計 736569 的中 ��� 3451（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．2―50．5―1：04．0―1：17．6―1：30．6―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．1
1
3
・（1，2）9（6，16）4（11，15）14（7，10）－3，8（5，13）12
1（2，9）（6，11，16）4（7，15）10（3，14）13（5，8）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤマノボンバー �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2013．8．4 小倉9着

2011．4．20生 牡2芦 母 エクスカベーション 母母 プリンセスガビー 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 トーコープラネット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トーコープラネット号は，発走調教再審査。
※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） 1頭 サカジロハンサム号
（非抽選馬） 1頭 ゼンノスサノヲ号
※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。

3100211月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：33．4
1：33．1

良
良

33 ミッキーアイル 牡2鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 21：32．3レコード 1．2�
813 エアカミュゼ 牡2黒鹿55 U．リスポリ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 21：33．15 10．0�

（仏）

57 メイショウビザン 牝2栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 41：33．63 11．6�
46 ネオヴァリアント 牡2鹿 55 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 480－ 21：33．81� 9．9�
11 ディープミタカ 牡2栗 55 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：34．54 27．3�
69 パラプリュイ 牝2栗 54 太宰 啓介永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448＋121：34．6� 51．5	
712 ルールウイニング 牡2鹿 55 国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 470＋ 41：34．81� 78．8

45 ミ ン デ ィ 牝2芦 54 北村 友一小林 秀樹氏 吉田 直弘 浦河 日優牧場 446－ 2 〃 クビ 77．0�
22 ク リ ノ オ ー 牡2栗 55

52 ▲森 一馬栗本 守氏 谷 潔 浦河 笹地牧場 424－ 41：35．01� 286．3�
58 オ ウ シ ョ ウ 牡2鹿 55 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 68．2
610 ナガラフライト 牝2黒鹿54 幸 英明長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 462± 01：35．21� 64．9�
711 インペリアルブルー 牡2栗 55 和田 竜二 �ブルーマネジメント牧田 和弥 新ひだか 本桐牧場 434＋ 2 〃 ハナ 88．7�
34 オブシディアン 牡2青鹿55 小牧 太�ノースヒルズ 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：36．69 206．7�
814 スズカルーブル 牡2鹿 55 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 472± 01：37．02� 97．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，060，100円 複勝： 76，216，100円 枠連： 10，021，300円
馬連： 35，241，100円 馬単： 33，344，800円 ワイド： 21，235，500円
3連複： 54，604，700円 3連単： 111，339，200円 計： 371，062，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（3－8） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 260円 �� 230円 �� 640円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，720円

票 数

単勝票数 計 290601 的中 � 192061（1番人気）
複勝票数 計 762161 的中 � 531221（1番人気）� 39990（4番人気）� 51039（3番人気）
枠連票数 計 100213 的中 （3－8） 15983（3番人気）
馬連票数 計 352411 的中 �� 53655（2番人気）
馬単票数 計 333448 的中 �� 39263（2番人気）
ワイド票数 計 212355 的中 �� 21732（3番人気）�� 25466（2番人気）�� 6932（6番人気）
3連複票数 計 546047 的中 ��� 46222（3番人気）
3連単票数 計1113392 的中 ��� 30280（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．5―46．2―57．7―1：09．1―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．12生 牡2鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ミンディ号の騎手北村友一は，4コーナーで内側に斜行したことについて平成25年11月9日から平成25年11月17日まで騎

乗停止。（被害馬：4番・10番）
ミンディ号の騎手北村友一は，騎乗後に検量裁決室において，粗暴な行為に及んだことについて平成25年11月18日から
平成25年11月24日まで騎乗停止。

〔その他〕 オブシディアン号・スズカルーブル号は，1着馬がレコードタイムであったため，「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。

第５回 京都競馬 第１日



3100311月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時10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

24 ハニードント 牝2栗 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 452－ 61：12．7 9．5�
47 マッドアバウトユー 牝2栗 54 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 462－ 21：13．44 4．9�
510 カシノボルト 牡2鹿 55 幸 英明柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社

松田牧場 504＋ 21：13．5� 7．1�
48 ストレイトウェザー 牡2黒鹿55 四位 洋文吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム 484－ 61：14．13� 46．3�
11 アイズユーニン 牝2栗 54 酒井 学江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 484＋ 81：14．52� 161．7�
611 セ フ ィ ー ロ 牡2鹿 55 M．デムーロ �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 4．4	

（仏）

35 ローゼルキュート 牝2鹿 54 藤岡 康太村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 464＋ 8 〃 アタマ 55．4

59 タガノヴィグラス 牡2鹿 55 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 556－141：14．6� 6．2�
815 セトノヴィラーゴ 牝2栗 54 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 496＋ 41：14．92 23．9�
816 エスコルピオン 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 458－ 21：15．0クビ 77．7
612 フルアヘッド 牡2栗 55 岩田 康誠関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 472－ 21：15．1� 8．5�
36 シゲルヤシュウ 牡2黒鹿55 福永 祐一森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 504＋ 41：15．31 50．9�
714 キタサンゲッコウ 牝2青鹿54 国分 優作�大野商事 鹿戸 明 日高 浜本牧場 474－ 2 〃 クビ 18．9�
23 マッサローザ 牝2青鹿54 M．バルザローナ 赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 424＋ 21：15．51	 9．2�

（英）

713 テイエムスイテン 牡2芦 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 千代田牧場 510－ 41：16．13� 56．2�
12 ナムラレモン 牝2黒鹿54 松山 弘平奈村 信重氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 454－ 61：18．3大差 247．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，633，100円 複勝： 32，081，600円 枠連： 13，059，400円
馬連： 34，273，900円 馬単： 22，628，500円 ワイド： 18，697，400円
3連複： 52，192，900円 3連単： 75，294，300円 計： 264，861，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 200円 � 230円 枠 連（2－4） 1，220円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 850円 �� 740円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 31，890円

票 数

単勝票数 計 166331 的中 � 13909（7番人気）
複勝票数 計 320816 的中 � 32489（6番人気）� 44689（3番人気）� 36561（5番人気）
枠連票数 計 130594 的中 （2－4） 7949（6番人気）
馬連票数 計 342739 的中 �� 10997（11番人気）
馬単票数 計 226285 的中 �� 3038（29番人気）
ワイド票数 計 186974 的中 �� 5384（12番人気）�� 6297（7番人気）�� 6133（9番人気）
3連複票数 計 521929 的中 ��� 8990（16番人気）
3連単票数 計 752943 的中 ��� 1743（116番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．0―12．4―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハニードント �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．9．8 阪神6着

2011．5．1生 牝2栗 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 タガノヴィグラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タガノヴィグラス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラレモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月2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） 1頭 インワンブレス号
（非抽選馬） 1頭 カネトシエンパシー号
※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。

3100411月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時40分 （芝・右・外）

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
1：46．7
1：46．0

良
良

23 サトノロブロイ 牡2鹿 55 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 41：47．5 34．3�
36 サウンズオブアース 牡2黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 2．5�

（仏）

612 ペンタトニック 牡2栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482± 01：47．6クビ 4．6�
47 アクアマリンブレス 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 496－ 41：47．91� 14．8�
12 マイネルプレッジ 牡2鹿 55 U．リスポリ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 432± 0 〃 ハナ 75．2	
（仏）

11 コウエイワンマン 牡2黒鹿55 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526＋ 4 〃 アタマ 17．4

713 シーサイドバウンド 牡2芦 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．11� 13．3�
816 フ ァ シ ー ノ 牡2鹿 55 幸 英明 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 460± 01：48．2� 7．0�
35 アバンダンティア 牝2鹿 54 M．バルザローナ 永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 506－ 61：48．3� 36．2

（英）

714 アグネスユニコーン 牡2黒鹿55 酒井 学渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 510± 01：48．4クビ 283．9�
24 クールオープニング 牡2青鹿55 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432＋121：48．5� 7．2�
48 ドリームアドリーム 牝2鹿 54 福永 祐一青山 洋一氏 笹田 和秀 安平 追分ファーム 444－ 41：48．6� 16．0�
510 ディープオセロ 牝2栗 54

51 ▲森 一馬深見 敏男氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 466－121：49．66 355．7�
611 シゲルシモツケ 牡2鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 468± 01：49．7� 353．8�
59 ニシノテレポート 牡2鹿 55 松山 弘平西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 川上牧場 462± 01：49．8クビ 318．1�
815 タガノフローレンス 牝2芦 54 和田 竜二八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 21：50．43� 292．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，856，800円 複勝： 52，421，600円 枠連： 13，382，500円
馬連： 49，452，400円 馬単： 32，225，900円 ワイド： 27，079，300円
3連複： 68，237，100円 3連単： 102，692，800円 計： 378，348，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 430円 � 130円 � 160円 枠 連（2－3） 1，310円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 9，760円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，450円 �� 240円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 49，870円

票 数

単勝票数 計 328568 的中 � 7549（9番人気）
複勝票数 計 524216 的中 � 20813（9番人気）� 145127（1番人気）� 94304（2番人気）
枠連票数 計 133825 的中 （2－3） 7596（6番人気）
馬連票数 計 494524 的中 �� 11926（12番人気）
馬単票数 計 322259 的中 �� 2439（37番人気）
ワイド票数 計 270793 的中 �� 7250（10番人気）�� 4033（22番人気）�� 35017（1番人気）
3連複票数 計 682371 的中 ��� 10965（13番人気）
3連単票数 計1026928 的中 ��� 1520（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．0―48．2―1：00．8―1：13．0―1：24．5―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2013．8．4 函館4着

2011．5．9生 牡2鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 2戦1勝 賞金 6，100，000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。



3100511月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時30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
1：20．6
1：20．3

良
良

11 サ ン シ カ ゴ 牡2栗 55 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 478 ―1：21．3 7．0�
48 トシストロング 牡2鹿 55 幸 英明上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 482 ―1：21．62 28．1�
818 ノ ボ リ フ ジ 牡2鹿 55 福永 祐一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 510 ―1：21．7クビ 1．8�
816 フェイトカラー 牝2黒鹿54 川田 将雅吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 492 ―1：21．91� 11．1�
611 ペイシャモンシェリ 牡2鹿 55 国分 恭介北所 直人氏 野村 彰彦 平取 赤石牧場 444 ― 〃 クビ 165．2�
59 マルカシグナス �2芦 55 北村 友一河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 472 ―1：22．43 124．8	
612 カ メ ッ ト 牡2栗 55 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 452 ― 〃 クビ 15．7

510 タカノワールド 牡2鹿 55 松田 大作山口多賀司氏 昆 貢 浦河 アイオイファーム 470 ―1：22．93 8．0�
715 チ ャ ー マ ー 牡2青鹿55 M．バルザローナ 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 490 ― 〃 ハナ 10．6�
（英）

47 クールスティール 牡2鹿 55 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 450 ― 〃 ハナ 47．4
713 トライアンフシチー 牡2鹿 55 酒井 学 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 426 ―1：23．0� 228．4�
714 クレインテオドーラ 牝2鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート橋口弘次郎 浦河 市川牧場 470 ―1：23．21� 151．0�
24 アドマイヤサンダー 牡2芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 426 ―1：23．3� 36．9�
23 メイショウライウン 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 434 ―1：23．51� 236．2�
36 テイエムカタナ 牡2芦 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 中村 和夫 424 ―1：23．7� 180．1�
35 タマモエイブ 牡2鹿 55 松山 弘平タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 432 ―1：23．91� 203．2�
817 クリノベンザイテン 牝2栗 54 藤岡 康太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 440 ―1：24．0� 384．6�
12 アルプサロン 牝2栗 54 M．デムーロ鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 474 ― （競走中止） 26．4�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，693，200円 複勝： 39，340，300円 枠連： 14，796，900円
馬連： 44，838，300円 馬単： 31，329，800円 ワイド： 20，647，000円
3連複： 49，045，400円 3連単： 87，445，100円 計： 312，136，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 170円 � 400円 � 110円 枠 連（1－4） 2，920円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 11，900円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 270円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 47，630円

票 数

単勝票数 計 246932 的中 � 28161（2番人気）
複勝票数 計 393403 的中 � 45136（2番人気）� 12934（7番人気）� 192404（1番人気）
枠連票数 計 147969 的中 （1－4） 3744（10番人気）
馬連票数 計 448383 的中 �� 9467（12番人気）
馬単票数 計 313298 的中 �� 1944（33番人気）
ワイド票数 計 206470 的中 �� 2739（18番人気）�� 22254（1番人気）�� 5909（8番人気）
3連複票数 計 490454 的中 ��� 9070（12番人気）
3連単票数 計 874451 的中 ��� 1355（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．3―46．7―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 ・（3，15）（10，14）（1，18）16，8（4，9，17）（12，13）11，5，7－6 4 ・（3，15）（1，10，14，16）18，8，4，9（12，17，13）11（5，7）－6

勝馬の
紹 介

サ ン シ カ ゴ �
�
父 リキアイワカタカ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ 初出走

2011．5．1生 牡2栗 母 シーサイドエンゼル 母母 シヤダイハマナス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 アルプサロン号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ノボリフジ号の騎手福永祐一は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔調教再審査〕 アルプサロン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 サルターレ号
※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。

3100611月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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 � ベストルーラー 牡2黒鹿55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 492 ―1：12．4 1．6�
45 チーフアセスメント 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：13．46 5．1�
（仏）

57 ク ー ゲ ル 牡2栗 55 酒井 学幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 506 ―1：13．61� 31．1�
34 ルスナイプリンセス 牝2鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 518 ―1：13．91	 9．7�
610 サンライズホーム 牡2青鹿55 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 468 ―1：14．0	 106．7�
712 ナガラブルボン 牡2鹿 55 和田 竜二長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河 グラストレーニ

ングセンター 458 ―1：14．31	 21．7	
814 ドリームアチーブ 牡2黒鹿55 国分 恭介セゾンレースホース
 南井 克巳 新冠 畔柳 作次 482 ―1：14．72� 58．5�
711 メイショウバローダ 牝2鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 484 ― 〃 アタマ 169．2�
69 ランガージュ 牡2鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―1：14．8クビ 19．2
33 ハクユウデイジー 牝2鹿 54 川田 将雅 
H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 幾千世牧場 450 ―1：15．86 9．8�
22 ストロベリーローズ 牝2栗 54 太宰 啓介古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 下屋敷牧場 438 ―1：15．9	 240．4�
46 テイエムゴージャス 牝2鹿 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 496 ―1：16．11 58．1�
813 サトノプロシオン 牡2黒鹿55 北村 友一里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 526 ―1：16．31 91．1�
58 シ ゲ ル ア ワ 牡2鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 福満牧場 472 ―1：17．68 85．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，921，700円 複勝： 69，379，000円 枠連： 13，114，100円
馬連： 38，272，500円 馬単： 34，783，500円 ワイド： 20，087，800円
3連複： 53，367，700円 3連単： 107，927，200円 計： 361，853，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 360円 枠 連（1－4） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 580円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 249217 的中 � 129189（1番人気）
複勝票数 計 693790 的中 � 463757（1番人気）� 85080（2番人気）� 15468（7番人気）
枠連票数 計 131141 的中 （1－4） 38523（1番人気）
馬連票数 計 382725 的中 �� 109300（1番人気）
馬単票数 計 347835 的中 �� 65828（1番人気）
ワイド票数 計 200878 的中 �� 42035（1番人気）�� 7222（7番人気）�� 4411（11番人気）
3連複票数 計 533677 的中 ��� 23392（5番人気）
3連単票数 計1079272 的中 ��� 21228（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．0―12．3―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．9―35．9―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストルーラー �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Aptitude 初出走

2011．3．4生 牡2黒鹿 母 Mila’s Fame 母母 Pleasant Fame 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月2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。



3100711月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時30分 （芝・右）
500万円以下；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
1：20．6
1：20．3

良
良

66 ツィンクルソード 牡2芦 55 U．リスポリ �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476－ 61：21．9 3．3�
（仏）

77 � エイシンキサナドゥ 牡2栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

532＋ 21：22．11� 2．4�
33 ナムラアッパー 牡2鹿 55

52 ▲岩崎 翼奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 410－ 41：22．2クビ 8．1�
89 モンラッシェ 牡2栗 55 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 17．0�
11 ウインリバティ 牝2黒鹿54 M．デムーロ�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 434－ 21：22．3� 4．0	

（仏）

55 マイネルフォルス 牡2鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 81：22．51	 20．7


22 マダムリシェス 牝2栗 54 北村 友一原 
子氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 434－ 41：22．82 30．1�
44 � コパノサムタイム 牡2鹿 55 国分 優作小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 440＋ 81：22．9� 139．8�
88 � ピンクノサイロ 牝2鹿 54

51 ▲森 一馬小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 444－ 41：23．22 86．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，170，300円 複勝： 36，390，100円 枠連： 8，944，700円
馬連： 41，936，300円 馬単： 33，573，900円 ワイド： 20，983，100円
3連複： 61，894，700円 3連単： 139，384，800円 計： 369，277，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 270円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 261703 的中 � 63905（2番人気）
複勝票数 計 363901 的中 � 76956（2番人気）� 93369（1番人気）� 50484（4番人気）
枠連票数 計 89447 的中 （6－7） 15103（1番人気）
馬連票数 計 419363 的中 �� 78484（1番人気）
馬単票数 計 335739 的中 �� 29858（2番人気）
ワイド票数 計 209831 的中 �� 32866（1番人気）�� 13212（5番人気）�� 19082（4番人気）
3連複票数 計 618947 的中 ��� 74140（2番人気）
3連単票数 計1393848 的中 ��� 28620（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．7―47．8―59．2―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツィンクルソード �
�
父 デュランダル �

�
母父 Lyphard デビュー 2013．9．8 阪神1着

2011．3．25生 牡2芦 母 ツィンクルブライド 母母 デビルズブライド 3戦2勝 賞金 14，950，000円
※ウインリバティ号は，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。

3100811月2日 晴 良 （25京都5）第1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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：47．8
1：47．8

重
重

45 � ファシネートダイア 牝4鹿 55 U．リスポリ �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450－101：51．6 4．3�
（仏）

57 � ブライトエルフ 牝4栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 468± 01：52．13 7．1�

22 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 53 国分 優作宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 462± 01：52．31 3．8�
68 シーズガレット 牝5栗 55 浜中 俊橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 470＋ 41：52．51� 28．5�
813 ショウナンバーキン 牝3青 53 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 460－ 2 〃 ハナ 5．1	
812 ヴァレンティーア 牝3栗 53 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 クビ 7．5

44 トウカイメリー 牝4青鹿55 岩田 康誠内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 454＋181：53．03 9．4�
710 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 468± 01：53．31� 31．5�

（仏）

56 トーワフォーエバー 牝3芦 53 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 458± 0 〃 クビ 14．2
69 タマモアルバ 牝3鹿 53 太宰 啓介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 61：54．57 102．2�
11 � ビコーワンダフル 牝4栗 55 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 438± 01：54．81� 317．7�
33 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿53 四位 洋文松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 422－ 41：55．01� 43．4�
711 メイケイペガムーン 牝3黒鹿53 国分 恭介名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 456＋ 41：55．85 77．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，859，600円 複勝： 44，237，200円 枠連： 16，987，100円
馬連： 56，645，200円 馬単： 35，171，200円 ワイド： 25，885，900円
3連複： 74，289，500円 3連単： 121，186，300円 計： 397，262，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 180円 � 150円 枠 連（4－5） 830円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 580円 �� 370円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 228596 的中 � 42707（2番人気）
複勝票数 計 442372 的中 � 66229（3番人気）� 61452（4番人気）� 91431（1番人気）
枠連票数 計 169871 的中 （4－5） 15150（5番人気）
馬連票数 計 566452 的中 �� 26159（6番人気）
馬単票数 計 351712 的中 �� 10370（8番人気）
ワイド票数 計 258859 的中 �� 10470（6番人気）�� 17901（2番人気）�� 16550（3番人気）
3連複票数 計 742895 的中 ��� 35093（2番人気）
3連単票数 計1211863 的中 ��� 9462（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―13．2―13．0―13．2―12．1―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．4―50．4―1：03．6―1：15．7―1：27．6―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
4，5（2，11）7，13（9，10）（1，8，12）－（3，6）・（4，5）9（2，7）（11，13）（8，10）（1，12，6）－3

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

勝馬の
紹 介

�ファシネートダイア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー

2009．5．3生 牝4鹿 母 ト コ ア 母母 パーソナルファイル 12戦1勝 賞金 15，040，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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。



3100911月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第9競走 ��
��1，800�

お う み

近 江 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

55 デウスウルト �5黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464± 01：45．5 3．3�
66 アルバタックス 牡3栗 55 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 アタマ 10．8�
22 リグヴェーダ 牡3鹿 55 U．リスポリ �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 456± 01：45．92	 6．6�

（仏）

810 ジャイアントリープ 牡3芦 55 川田 将雅 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：46．0	 9．2�
89 スズカアンペール 牡5鹿 57 M．バルザローナ 永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 476－ 2 〃 ハナ 18．9�

（英）

33 サトノキングリー 牡3鹿 55 M．デムーロ里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 アタマ 3．7	
（仏）

44 ダイナミックガイ 牡3栗 55 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 480± 0 〃 ハナ 24．1

78 ウインミーティア 牝4栗 55 北村 友一�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 16．3�
11 カッパドキア 牡3黒鹿55 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 478－ 2 〃 ハナ 51．0
77 ローレルブレット 牡4黒鹿57 和田 竜二 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 446－ 2 〃 ハナ 6．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，510，500円 複勝： 60，369，600円 枠連： 17，011，900円
馬連： 91，521，300円 馬単： 53，390，400円 ワイド： 36，680，100円
3連複： 109，093，400円 3連単： 215，166，300円 計： 615，743，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 270円 � 280円 枠 連（5－6） 1，360円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 470円 �� 660円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 22，450円

票 数

単勝票数 計 325105 的中 � 77763（1番人気）
複勝票数 計 603696 的中 � 154993（1番人気）� 50742（5番人気）� 48468（6番人気）
枠連票数 計 170119 的中 （5－6） 9243（7番人気）
馬連票数 計 915213 的中 �� 52242（4番人気）
馬単票数 計 533904 的中 �� 16672（6番人気）
ワイド票数 計 366801 的中 �� 20622（4番人気）�� 13841（7番人気）�� 4534（23番人気）
3連複票数 計1090934 的中 ��� 14971（20番人気）
3連単票数 計2151663 的中 ��� 7076（72番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．5―11．7―12．1―11．8―11．6―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―35．6―47．3―59．4―1：11．2―1：22．8―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デウスウルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．25 阪神2着

2008．4．2生 �5黒鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 11戦3勝 賞金 45，412，000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。

3101011月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第10競走 ��
��1，400�

とげつきょう

渡月橋ステークス
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

79 ナリタスーパーワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋141：23．4 3．9�

11 キクノフレヴァン 牡7鹿 57 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 482－ 21：23．5� 210．9�
66 	 モエレジュンキン 牡6鹿 57 和田 竜二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 472± 0 〃 クビ 101．6�
78 ユメノキラメキ 牝6栗 55 酒井 学諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496－ 41：23．6クビ 22．0�
67 ウィキマジック 牡5黒鹿57 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 522－ 2 〃 クビ 3．9�
22 アマノレインジャー 牡5栗 57 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 498＋ 41：23．81
 16．9	
55 ブロードソード 牡3黒鹿56 U．リスポリ 
キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：23．9クビ 2．7�

（仏）

44 クレバーサンデー 牡6鹿 57 国分 優作
岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 470＋12 〃 クビ 54．2�
33 シルヴァーグレイス 牝3鹿 54 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B448－ 41：24．0クビ 6．4
810 エーシンハダル 牡6鹿 57 M．バルザローナ�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B516＋101：24．74 13．3�

（英）

811 ホクトキングダム 牡5青鹿57 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B498－ 41：26．310 168．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，374，800円 複勝： 49，665，500円 枠連： 15，602，200円
馬連： 89，511，900円 馬単： 57，136，700円 ワイド： 32，330，600円
3連複： 115，522，400円 3連単： 233，590，600円 計： 625，734，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 2，490円 � 1，340円 枠 連（1－7） 12，200円

馬 連 �� 28，750円 馬 単 �� 33，440円

ワ イ ド �� 6，010円 �� 3，510円 �� 30，540円

3 連 複 ��� 214，210円 3 連 単 ��� 985，090円

票 数

単勝票数 計 323748 的中 � 65749（3番人気）
複勝票数 計 496655 的中 � 116260（2番人気）� 4099（10番人気）� 7850（9番人気）
枠連票数 計 156022 的中 （1－7） 944（20番人気）
馬連票数 計 895119 的中 �� 2298（32番人気）
馬単票数 計 571367 的中 �� 1261（52番人気）
ワイド票数 計 323306 的中 �� 1324（33番人気）�� 2288（25番人気）�� 258（52番人気）
3連複票数 計1155224 的中 ��� 398（120番人気）
3連単票数 計2335906 的中 ��� 175（630番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―46．8―58．9―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスーパーワン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．22 中京2着

2009．5．8生 牡4鹿 母 マルセイユキャット 母母 ストレイキャット 12戦5勝 賞金 69，520，000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。



3101111月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第11競走 ��
��1，200�

きょうらく

京洛ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，24．11．3以降25．10．27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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：06．9
1：06．5

良
良

712 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 55 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 468＋ 41：07．0 12．6�
34 プレイズエターナル 牡3黒鹿54 M．バルザローナ 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 B476－ 61：07．1� 1．9�
（英）

46 ブルーデジャブ �6芦 53 国分 優作 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 518＋ 4 〃 クビ 147．2�

59 キョウワマグナム 牡6鹿 55 北村 友一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 548＋141：07．2� 52．6�
22 	 レジェトウショウ 牝7栗 52 熊沢 重文トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478＋ 21：07．3� 57．8	
815 リ ュ ン ヌ 牝6鹿 52 国分 恭介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 484－ 81：07．4
 34．2

58 クリーンエコロジー 牡5芦 53 秋山真一郎石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 502＋ 6 〃 クビ 61．1�
814 カラフルデイズ 牝5栗 53 岩田 康誠 �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 456± 0 〃 アタマ 13．0�
47 ケイアイアストン 牡8鹿 54 幸 英明亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 478＋ 21：07．5クビ 133．9
11 エイシンオスマン 牡5鹿 55 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 486＋ 21：07．6� 79．1�
611 メイショウデイム 牝6黒鹿53 松山 弘平松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 472± 0 〃 アタマ 27．7�
610 ビウイッチアス 牝4黒鹿52 浜中 俊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 444＋ 2 〃 アタマ 16．6�
35 � マイネルエテルネル 牡3栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 484＋ 41：07．7� 5．3�

23 メモリアルイヤー 牝5栗 53 小牧 太西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 488± 0 〃 クビ 5．7�
713 ビラゴーティアラ 牝6鹿 52 川島 信二三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 434± 01：08．12� 199．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，253，700円 複勝： 97，490，000円 枠連： 48，210，500円
馬連： 222，188，400円 馬単： 131，898，700円 ワイド： 80，159，300円
3連複： 294，094，800円 3連単： 619，034，900円 計： 1，563，330，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 270円 � 130円 � 1，870円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 560円 �� 17，180円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 54，720円 3 連 単 ��� 338，910円

票 数

単勝票数 計 702537 的中 � 44028（4番人気）
複勝票数 計 974900 的中 � 81519（4番人気）� 304808（1番人気）� 8856（14番人気）
枠連票数 計 482105 的中 （3－7） 46496（5番人気）
馬連票数 計2221884 的中 �� 138651（4番人気）
馬単票数 計1318987 的中 �� 22562（12番人気）
ワイド票数 計 801593 的中 �� 38675（4番人気）�� 1090（83番人気）�� 4285（42番人気）
3連複票数 計2940948 的中 ��� 3967（121番人気）
3連単票数 計6190349 的中 ��� 1348（641番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．1―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―44．7―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ノ ハ ノ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．10．31 京都13着

2008．3．10生 牡5鹿 母 プロミネントカット 母母 カッティングエッジ 32戦6勝 賞金 121，318，000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。

3101211月2日 晴 良 （25京都5）第1日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （ダート・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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

重
不良

12 テルミーホワイ 牡6鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498± 01：23．8 12．2�
47 � ツルオカハチマン 牡4鹿 57 岩田 康誠居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 520＋ 21：24．01	 7．5�
35 
 アテーナーズブレス 牝5鹿 55 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 470± 0 〃 ハナ 36．7�
611 ダノンジュピター 牡8栗 57 北村 友一�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 482＋ 41：24．1� 66．4�
24 タガノプリンス 牡5鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B460－ 41：24．31	 124．1�
815 ポップアイコン 牝4栗 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム 476＋ 2 〃 クビ 4．6	

（英）

23 ピエナトップガン 牡3栗 56 和田 竜二本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 466＋ 81：24．4� 23．0

11 
 ティズトレメンダス 牝3鹿 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 494＋ 81：24．5� 4．8�
48 アメージングタクト 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋101：24．6� 10．6
612 シゲルモトナリ 牡6黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 510－ 2 〃 ハナ 25．8�
36 モズベラベラ 牡4栗 57 小牧 太北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 488＋241：24．92 8．5�
714 スズカジョンブル 牡4鹿 57

54 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 452－ 6 〃 クビ 5．5�
510 マンドレイク 牡3黒鹿56 松山 弘平�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 488＋ 41：25．0� 14．0�
816 メ ロ ー ト 牡5黒鹿57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 458－ 61：25．1� 98．7�
59 リズミックビート 牡6栗 57 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 516－ 41：25．84 132．2�
713� シンケンショウブ 牡5鹿 57 熊沢 重文栗本 博晴氏 田中 章博 新ひだか グランド牧場 496－ 61：26．22� 285．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，285，200円 複勝： 73，108，400円 枠連： 35，136，600円
馬連： 124，955，600円 馬単： 66，895，800円 ワイド： 57，392，200円
3連複： 173，918，300円 3連単： 288，635，900円 計： 864，328，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 360円 � 260円 � 740円 枠 連（1－4） 780円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 11，260円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 3，660円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 35，230円 3 連 単 ��� 193，650円

票 数

単勝票数 計 442852 的中 � 28730（7番人気）
複勝票数 計 731084 的中 � 53531（6番人気）� 83475（4番人気）� 23212（11番人気）
枠連票数 計 351366 的中 （1－4） 33489（1番人気）
馬連票数 計1249556 的中 �� 19696（20番人気）
馬単票数 計 668958 的中 �� 4386（50番人気）
ワイド票数 計 573922 的中 �� 10464（17番人気）�� 3819（48番人気）�� 3810（49番人気）
3連複票数 計1739183 的中 ��� 3644（132番人気）
3連単票数 計2886359 的中 ��� 1100（714番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．2―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．2―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テルミーホワイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 デ ュ ラ ブ デビュー 2010．2．7 中京4着

2007．5．2生 牡6鹿 母 マッキーエクセル 母母 エイシンキャピタル 29戦4勝 賞金 50，068，000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。
（非当選馬） 4頭 アクアブルーウェイ号・オースミイージー号・ハイマウンテン号・リアリーサムシング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25京都5）第1日 11月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

211，590，000円
11，400，000円
1，160，000円
18，930，000円
63，055，500円
4，342，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
371，504，500円
663，385，000円
218，073，000円
863，363，800円
553，908，900円
380，173，500円
1，158，821，700円
2，175，354，300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 6，384，584，700円

総入場人員 17，458名 （有料入場人員 15，556名）
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