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2803710月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

813 キンシノホマレ 牡2黒鹿55 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 川上牧場 520－ 21：13．6 13．8�
69 タマモイレブン 牡2鹿 55 岩田 康誠タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 508± 01：13．7� 4．4�
11 カシノランド 牡2黒鹿55 川島 信二柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468－ 61：13．8クビ 37．1�
57 ラッキーダン 牡2黒鹿55 荻野 琢真田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B454－ 81：14．01� 14．2�
34 サウスリバティー 牡2栗 55 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 446＋ 41：14．1クビ 13．4�
33 メイショウハイネス 牡2鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 474－121：14．63 11．1	
45 セルリアンセレーノ 牡2栗 55 川須 栄彦
イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 498＋ 4 〃 クビ 12．0�
22 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 460± 01：14．8� 107．3�
46 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 472＋ 2 〃 クビ 102．8
814 ナガラキコウシ 牡2栃栗55 幸 英明長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 452－ 21：15．01� 2．3�
610 クリノチーホー 牝2栗 54 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 横井 哲 402－ 81：15．31� 129．7�

（伊）

58 サマーサラファン 牝2芦 54 和田 竜二セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 426＋10 〃 クビ 32．2�
711 コウエイトゥルース 牡2黒鹿 55

52 ▲義 英真伊東 政清氏 森 秀行 新ひだか 元道牧場 512＋ 21：15．61� 8．4�
712 メイケイエンジェル 牝2鹿 54 松山 弘平名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 478－101：16．55 205．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，448，900円 複勝： 29，477，800円 枠連： 11，480，800円
馬連： 44，436，800円 馬単： 26，326，600円 ワイド： 24，461，200円
3連複： 59，029，100円 3連単： 82，387，400円 計： 295，048，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 370円 � 160円 � 1，070円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 770円 �� 5，110円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 27，600円 3 連 単 ��� 132，440円

票 数

単勝票数 計 174489 的中 � 10112（7番人気）
複勝票数 計 294778 的中 � 18820（6番人気）� 62835（2番人気）� 5547（10番人気）
枠連票数 計 114808 的中 （6－8） 22894（1番人気）
馬連票数 計 444368 的中 �� 15677（9番人気）
馬単票数 計 263266 的中 �� 3787（21番人気）
ワイド票数 計 244612 的中 �� 8621（8番人気）�� 1193（41番人気）�� 1962（32番人気）
3連複票数 計 590291 的中 ��� 1604（75番人気）
3連単票数 計 823874 的中 ��� 451（379番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．6―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．7―48．3―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシノホマレ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．7．19 中京10着

2012．4．7生 牡2黒鹿 母 フローリスピース 母母 クラウンピース 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※ラッキーダン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2803810月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10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

44 カノヤカンザクラ 牡2栗 55 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 508＋ 21：21．7 7．4�
68 ダノンジャンヌ 牝2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 434＋10 〃 クビ 2．2�
45 マイネルレハイム 牡2栗 55 柴田 未崎 �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 456＋ 41：21．91 4．5�
22 フォースター 牡2栗 55 藤岡 佑介中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 456－ 2 〃 ハナ 46．9�
11 ビ ス カ リ ア 牝2鹿 54 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：22．22 4．8�
711 スピリッツミノル 牡2栗 55 太宰 啓介吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：22．4� 22．6	
813 ジョーアラタ 牡2鹿 55 国分 恭介上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 472± 01：22．5� 12．7

57 ハマノマーキュリー 牡2栗 55

52 ▲義 英真浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 414－ 6 〃 アタマ 57．5�
33 タレントナチュラル 牝2青鹿54 D．ペロヴィッチ 山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 榊原 敏明 434－ 81：22．81� 98．1�

（伊）

812 パープルファイト 牡2黒鹿55 松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 日高 鹿戸 正幸 456＋ 41：23．01 52．1
69 シゲルデンガク 牡2栗 55 酒井 学森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 442± 01：23．21� 244．3�
56 ゲ ッ ト ミ ー 牝2栗 54 幸 英明薪浦 州平氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 B450＋ 21：24．26 26．9�
710 オレンジピークス 牡2鹿 55 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 508＋ 41：24．73 83．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，603，500円 複勝： 36，559，800円 枠連： 11，562，800円
馬連： 39，537，200円 馬単： 24，330，600円 ワイド： 21，751，900円
3連複： 48，480，700円 3連単： 74，726，500円 計： 275，553，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 110円 � 140円 枠 連（4－6） 380円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 450円 �� 550円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 9，650円

票 数

単勝票数 計 186035 的中 � 19953（4番人気）
複勝票数 計 365598 的中 � 33567（4番人気）� 144355（1番人気）� 53553（3番人気）
枠連票数 計 115628 的中 （4－6） 23418（1番人気）
馬連票数 計 395372 的中 �� 27817（4番人気）
馬単票数 計 243306 的中 �� 7141（8番人気）
ワイド票数 計 217519 的中 �� 11972（4番人気）�� 9538（5番人気）�� 21532（2番人気）
3連複票数 計 484807 的中 ��� 30021（2番人気）
3連単票数 計 747265 的中 ��� 5610（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．4―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．2―45．6―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カノヤカンザクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Woodman デビュー 2014．9．28 阪神8着

2012．4．11生 牡2栗 母 ウッドマンズシック 母母 Radical Chic 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 京都競馬 第４日



2803910月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時05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
1：46．5
1：45．9

良
良

78 トーセンビクトリー 牝2鹿 54 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 81：48．4 1．3�
22 アンバーグリスキー 牡2鹿 55 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434± 01：48．61� 3．5�
66 エイシンバッケン 牡2鹿 55 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 492＋ 2 〃 ハナ 24．6�
89 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 466＋ 61：48．7� 65．7�
55 レッドソロモン 牡2鹿 55 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：48．91 10．5	
11 ヤマカツボーイ 牡2黒鹿55 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446± 01：49．11 24．5

33 メルドオール 牡2鹿 55 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 428± 01：49．31� 24．3�
44 トミースマイル 牡2芦 55 小林 徹弥北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：50．36 202．2�
810 インシグニスブルー 牝2栗 54 幸 英明 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 444－ 41：50．51� 81．4
77 シゲルヒキヤマ 牡2栗 55

52 ▲義 英真森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 510－ 8 〃 クビ 255．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，503，600円 複勝： 100，498，100円 枠連： 9，609，400円
馬連： 42，476，400円 馬単： 39，041，200円 ワイド： 22，855，600円
3連複： 52，386，300円 3連単： 137，814，300円 計： 430，184，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 100円 � 200円 枠 連（2－7） 160円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 120円 �� 400円 �� 480円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計 255036 的中 � 146304（1番人気）
複勝票数 計1004981 的中 � 783637（1番人気）� 110952（2番人気）� 19324（5番人気）
枠連票数 計 96094 的中 （2－7） 45304（1番人気）
馬連票数 計 424764 的中 �� 190714（1番人気）
馬単票数 計 390412 的中 �� 121326（1番人気）
ワイド票数 計 228556 的中 �� 77215（1番人気）�� 10307（6番人気）�� 8417（7番人気）
3連複票数 計 523863 的中 ��� 50300（3番人気）
3連単票数 計1378143 的中 ��� 63614（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．9―12．5―12．5―12．3―11．9―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．2―48．7―1：01．2―1：13．5―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 10，9－6，8，3，2（4，7）1，5 4 10，9（8，6）3（2，5）4，1－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンビクトリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 札幌3着

2012．4．23生 牝2鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 3戦1勝 賞金 8，800，000円

2804010月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

89 ペプチドウォヘッド 牡2鹿 55 岩田 康誠沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 466 ―1：54．8 3．2�
77 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 474 ―1：55．97 1．7�
88 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 504 ―1：56．0� 24．8�
33 テイエムグンカン 牡2栗 55 国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 496 ―1：56．74 12．4�
66 � セプティエーム 牡2芦 55 和田 竜二吉田 和美氏 村山 明 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

492 ―1：56．8� 7．5�
44 コスモビオス 牡2黒鹿55 柴田 未崎岡田 繁幸氏 鈴木 康弘 新ひだか 泊 寿幸 524 ―1：56．9クビ 68．4	
11 レヴォントゥリ 牡2黒鹿55 荻野 琢真中本 行則氏 今野 貞一 青森 佐々木牧場 468 ― 〃 クビ 108．1

55 フェイバーシチー 牡2鹿 55 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 490 ―1：58．07 11．8�
22 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 486 ―1：58．95 47．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 15，606，700円 複勝： 37，974，400円 枠連： 7，017，400円
馬連： 26，924，600円 馬単： 23，856，200円 ワイド： 15，463，600円
3連複： 35，008，300円 3連単： 83，898，800円 計： 245，750，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 270円 枠 連（7－8） 190円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 120円 �� 550円 �� 520円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，700円

票 数

単勝票数 計 156067 的中 � 37927（2番人気）
複勝票数 計 379744 的中 � 47838（2番人気）� 260440（1番人気）� 8712（6番人気）
枠連票数 計 70174 的中 （7－8） 28403（1番人気）
馬連票数 計 269246 的中 �� 95607（1番人気）
馬単票数 計 238562 的中 �� 31965（2番人気）
ワイド票数 計 154636 的中 �� 51740（1番人気）�� 5009（9番人気）�� 5396（8番人気）
3連複票数 計 350083 的中 ��� 27727（4番人気）
3連単票数 計 838988 的中 ��� 16429（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―13．4―13．4―13．9―13．4―12．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．3―50．7―1：04．6―1：18．0―1：30．7―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F36．8
1
3
2，3－7－9，4（1，8）－6，5・（2，3）7（4，9）（1，6，8）5

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

勝馬の
紹 介

ペプチドウォヘッド 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2012．2．5生 牡2鹿 母 ドリームスピカ 母母 マキシムドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2804110月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

44 グランデサムライ 牡2青鹿55 北村 友一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 452 ―1：09．2 11．7�
55 ベーリングメファ 牝2栗 54 四位 洋文手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 442 ― 〃 クビ 7．0�
79 � マ ラ ニ ー ノ 牡2鹿 55 岩田 康誠吉田 和美氏 西園 正都 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 486 ―1：09．3� 1．9�
811 ジャミールカズマ 牡2青鹿55 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 470 ―1：09．51	 5．5�
11 サンマルメジャール 牝2鹿 54 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 452 ―1：10．13� 16．4	
78 ボニファチオ 牝2栗 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440 ― 〃 ハナ 11．5

33 ロ ザ ム ン デ 牝2青鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：10．84 48．0�
810 アマテラスヴィッチ 牝2鹿 54 酒井 学森 長義氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 480 ―1：11．01	 18．4�
67 クニサキショコラ 牝2青鹿 54

51 ▲義 英真國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 平成ファーム 390 ―1：11．95 136．3
66 ダンツアリーナ 牡2鹿 55 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：12．96 120．7�
22 デュランダーナ 牝2黒鹿54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 新冠 山岡牧場 444 ― （競走中止） 11．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，750，200円 複勝： 27，223，800円 枠連： 9，235，900円
馬連： 34，834，600円 馬単： 24，498，000円 ワイド： 19，455，500円
3連複： 43，616，300円 3連単： 72，889，600円 計： 250，503，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 220円 � 170円 � 110円 枠 連（4－5） 3，290円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 760円 �� 380円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 16，050円

票 数

単勝票数 計 187502 的中 � 12794（6番人気）
複勝票数 計 272238 的中 � 22889（4番人気）� 33022（3番人気）� 95039（1番人気）
枠連票数 計 92359 的中 （4－5） 2173（12番人気）
馬連票数 計 348346 的中 �� 10255（11番人気）
馬単票数 計 244980 的中 �� 2784（25番人気）
ワイド票数 計 194555 的中 �� 5947（11番人気）�� 13237（3番人気）�� 18102（2番人気）
3連複票数 計 436163 的中 ��� 19246（4番人気）
3連単票数 計 728896 的中 ��� 3292（49番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．3―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 4，9（1，10）（5，11）8－7，3＝6 4 4（9，10）1（5，11）8－（3，7）＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランデサムライ �
�
父 サムライハート �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2012．4．27生 牡2青鹿 母 パラダイスコースト 母母 Maroochydore 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 デュランダーナ号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症したため3コーナー手前で競走中止。

2804210月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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 7，500，000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

47 ルミナスパレード 牝3黒鹿53 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488－ 21：23．5 2．7�
610 ミッキーアップル 牝4鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 484－ 81：23．81� 3．4�
11 テーオーレイチェル 牝4芦 55

52 ▲義 英真小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B440＋ 21：24．01� 6．4�

58 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 448＋ 2 〃 アタマ 7．0�
22 セトノミッシー 牝4鹿 55 幸 英明難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：24．74 12．4�
23 � エイユーラピス 牝5鹿 55 D．ペロヴィッチ 笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 490－ 21：24．91 28．2	

（伊）

814 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 484＋ 61：25．11� 11．8

713 トーワフォーエバー 牝4芦 55 	島 良太齋藤 すゞ 氏 角田 晃一 浦河 猿橋 義昭 474＋ 81：25．42 54．6�
59 チョウアコガレ 牝3鹿 53 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 422± 01：25．5クビ 269．6�
34 テイエムステータス 牝3鹿 53 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 488＋ 21：25．81� 60．0
611 ワンダーハイーニャ 牝3鹿 53 国分 恭介山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 474± 0 〃 ハナ 73．8�
35 � ナオミノエガオ 牝4栗 55 北村 友一塩澤 正樹氏 田中 章博 安平 ノーザンファーム B474＋ 81：26．65 81．6�
712 タガノクルクス 牝3栗 53 四位 洋文八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450± 01：26．81
 34．9�
815 ワンダーテルヌーラ 牝4鹿 55 川島 信二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 456－ 41：26．9� 148．3�

（14頭）
46 � ワンダーフロレゾン 牝4鹿 55 酒井 学山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 444± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，786，400円 複勝： 39，917，400円 枠連： 12，298，400円
馬連： 53，947，300円 馬単： 29，927，800円 ワイド： 30，523，200円
3連複： 72，366，700円 3連単： 101，344，100円 計： 363，111，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（4－6） 560円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 240円 �� 420円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 差引計 227864（返還計 783） 的中 � 65664（1番人気）
複勝票数 差引計 399174（返還計 1458） 的中 � 82500（2番人気）� 91168（1番人気）� 45131（4番人気）
枠連票数 差引計 122984（返還計 283） 的中 （4－6） 16939（1番人気）
馬連票数 差引計 539473（返還計 3882） 的中 �� 79533（1番人気）
馬単票数 差引計 299278（返還計 2359） 的中 �� 20524（1番人気）
ワイド票数 差引計 305232（返還計 2723） 的中 �� 36682（1番人気）�� 17168（5番人気）�� 18449（4番人気）
3連複票数 差引計 723667（返還計 10125） 的中 ��� 45365（2番人気）
3連単票数 差引計1013441（返還計 13509） 的中 ��� 15659（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―11．9―12．1―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．6―46．5―58．6―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 1，4（2，3）7（10，11）－（8，9，12）13（5，15）14 4 1，4（2，3）7（8，10）－（9，11）14（5，13，12）－15

勝馬の
紹 介

ルミナスパレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．11 新潟1着

2011．3．11生 牝3黒鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 7戦2勝 賞金 19，220，000円
〔競走除外〕 ワンダーフロレゾン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



2804310月18日 晴 良 （26京都4）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

810 サトノバリアント 牡3鹿 55 池添 謙一里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 460＋121：52．9 11．5�
66 メイショウヒコボシ 牡3鹿 55 武 豊松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 526＋ 8 〃 クビ 2．1�
11 コウユーアンドレ 牡4鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 468＋ 61：53．0� 28．9�
78 ゼンノスサノヲ 牡3栗 55 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 482＋ 61：53．42� 14．6�
77 メテオライト 牡5栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：53．61 4．3�
89 アダムズアップル 牡3鹿 55 川田 将雅吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 516＋181：54．02� 4．0	
22 コピーライター �4鹿 57 幸 英明グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 506－ 61：54．42� 13．3

55 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 482＋101：54．82� 38．6�
44 	 マーティンゴールド 牝4栗 55 太宰 啓介大戸 時子氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 454＋201：55．11� 166．1�
33 ダンシングバトー 牝3芦 53 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 464－ 21：56．37 106．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，841，600円 複勝： 32，638，600円 枠連： 10，395，800円
馬連： 45，773，000円 馬単： 32，401，300円 ワイド： 22，473，800円
3連複： 53，868，700円 3連単： 112，105，800円 計： 332，498，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 310円 � 110円 � 500円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，720円 �� 930円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 44，900円

票 数

単勝票数 計 228416 的中 � 15793（4番人気）
複勝票数 計 326386 的中 � 17733（6番人気）� 146130（1番人気）� 9566（7番人気）
枠連票数 計 103958 的中 （6－8） 21294（2番人気）
馬連票数 計 457730 的中 �� 25981（5番人気）
馬単票数 計 324013 的中 �� 6857（12番人気）
ワイド票数 計 224738 的中 �� 11735（5番人気）�� 3194（20番人気）�� 6118（14番人気）
3連複票数 計 538687 的中 ��� 5157（24番人気）
3連単票数 計1121058 的中 ��� 1810（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．7―50．6―1：03．5―1：15．8―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノバリアント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．1 阪神5着

2011．2．17生 牡3鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー 10戦2勝 賞金 21，056，000円
〔制裁〕 サトノバリアント号の騎手池添謙一は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・5番）

サトノバリアント号の騎手池添謙一は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番・3番）
※出走取消馬 ドリームプログラム号（疾病〔右肩跛行〕のため）

2804410月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

58 � アースゼウス 牡4栗 57 岩田 康誠 �グリーンファーム和田 正道 米
Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

514＋ 21：11．3 2．0�
711 ワンダーヴィーヴァ 牡4青鹿57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 550＋ 21：11．4	 11．2�
610� エーシンサファイア 牝4鹿 55 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 502＋ 61：11．5	 9．1�
46 � ミリオンヴォルツ 牡5鹿 57 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 496＋ 2 〃 ハナ 3．1�
45 � メンカウラー 牡3黒鹿55 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B490－ 4 〃 クビ 20．7�
34 メイショウカフウ 牡3鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 470± 01：12．13	 37．3	
813 メジャースタイル 牡3黒鹿55 川田 将雅 
シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：12．2クビ 10．3�
22 ヴォルカヌス 牡3鹿 55

52 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 438－101：12．3
 213．9�

11 スナークマスカラス 牡3栗 55 小林 徹弥杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 476＋141：12．51� 274．2
33 サウンドカール 牡3青鹿55 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 456＋ 41：12．81
 77．7�
69 クリノプリムラ 牝3栗 53 D．ペロヴィッチ 栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 440＋ 21：13．0
 70．1�

（伊）

712 カシノボルト 牡3鹿 55 北村 友一柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社
松田牧場 498－ 6 〃 ハナ 220．2�

814 ローレルシャイニー 牡4黒鹿57 池添 謙一 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 482＋ 81：13．31
 109．0�
57 ヨッテウタッテ 牝3鹿 53 四位 洋文小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 464＋ 2 〃 アタマ 50．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，039，300円 複勝： 55，636，100円 枠連： 15，909，900円
馬連： 63，235，400円 馬単： 40，828，700円 ワイド： 30，636，100円
3連複： 78，592，900円 3連単： 137，159，100円 計： 451，037，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 290円 � 240円 枠 連（5－7） 1，390円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 480円 �� 430円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 290393 的中 � 115206（1番人気）
複勝票数 計 556361 的中 � 298214（1番人気）� 25474（5番人気）� 31597（4番人気）
枠連票数 計 159099 的中 （5－7） 8857（5番人気）
馬連票数 計 632354 的中 �� 40725（4番人気）
馬単票数 計 408287 的中 �� 17707（5番人気）
ワイド票数 計 306361 的中 �� 16884（5番人気）�� 19374（2番人気）�� 4643（15番人気）
3連複票数 計 785929 的中 ��� 17095（9番人気）
3連単票数 計1371591 的中 ��� 7701（37番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―11．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．8―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アースゼウス �
�
父 Officer �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．8．18 新潟2着

2010．2．8生 牡4栗 母 Singing Sensation 母母 Court Reception 15戦3勝 賞金 39，084，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。



2804510月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第9競走 ��
��2，000�

し ぎ く

紫 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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．7
1：59．9

良
良

44 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 462＋162：00．5レコード 2．5�

55 トーセンバジル 牡2黒鹿55 岩田 康誠島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 2．3�
66 レ ン ト ラ ー 牡2黒鹿55 幸 英明 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 454－ 42：01．03 8．2�
11 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡2黒鹿55 小牧 太 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 404± 02：01．42� 18．5	
77 ビジューミニョン 牝2青鹿54 松山 弘平 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 456＋ 62：01．61� 15．3

33 ゴールドメダリオン �2栗 55 国分 優作西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 442＋ 62：01．92 5．8�
22 シゲルアオイマツリ 牡2黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 452－ 82：02．21	 56．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 34，293，900円 複勝： 34，936，600円 枠連： 発売なし
馬連： 68，306，700円 馬単： 45，764，000円 ワイド： 25，162，600円
3連複： 62，377，500円 3連単： 193，571，300円 計： 464，412，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 130円 �� 300円 �� 220円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 342939 的中 � 108895（2番人気）
複勝票数 計 349366 的中 � 93480（2番人気）� 128093（1番人気）
馬連票数 計 683067 的中 �� 274341（1番人気）
馬単票数 計 457640 的中 �� 100352（1番人気）
ワイド票数 計 251626 的中 �� 68116（1番人気）�� 16224（5番人気）�� 25142（3番人気）
3連複票数 計 623775 的中 ��� 148476（1番人気）
3連単票数 計1935713 的中 ��� 145567（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．8―12．7―12．9―12．8―12．1―11．6―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―36．0―48．7―1：01．6―1：14．4―1：26．5―1：38．1―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0
1
3
2，7，3（1，6）－5－4・（2，7）（1，3）6（4，5）

2
4
2，7（1，3）6－5，4・（2，7）（1，3）6（4，5）

勝馬の
紹 介

ティルナノーグ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Gone West デビュー 2014．6．29 阪神1着

2012．3．10生 牡2鹿 母 バイコースタル 母母 Ocean Queen 2戦2勝 賞金 16，961，000円

2804610月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

33 イリュミナンス 牝4鹿 55 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 486＋121：46．1 3．7�
11 プリモンディアル 牝3鹿 53 幸 英明寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：46．2� 4．4�
68 ニシノテキーラ 牝6鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 486＋ 21：46．41	 16．8�
812 キュリオスティー 牝3鹿 53 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 6 〃 ハナ 4．5�
79 フェータルローズ 牝5栗 55 小牧 太兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 7．4�
44 ディオジェーヌ 牝4鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434＋ 4 〃 ハナ 22．6	
55 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 55 国分 優作西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 440＋ 41：46．61	 44．3

710 カ ノ ン 牝4鹿 55 義 英真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 464－ 61：46．81	 17．7�
67 ゴールドテーラー 牝4栗 55 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 426＋10 〃 アタマ 7．7
56 ニシノモンクス 牝4鹿 55 藤岡 佑介西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 448± 01：47．12 84．7�
22 テラノイロハ 牝5青鹿55 酒井 学寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：47．52
 151．9�
811 アドマイヤアロマ 牝3栗 53 四位 洋文近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 クビ 13．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，718，200円 複勝： 56，343，000円 枠連： 25，156，700円
馬連： 107，465，300円 馬単： 53，831，400円 ワイド： 45，633，200円
3連複： 133，580，400円 3連単： 207，354，200円 計： 665，082，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 170円 � 290円 枠 連（1－3） 860円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 350円 �� 830円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 15，790円

票 数

単勝票数 計 357182 的中 � 75961（1番人気）
複勝票数 計 563430 的中 � 123171（1番人気）� 90817（2番人気）� 37842（6番人気）
枠連票数 計 251567 的中 （1－3） 22616（3番人気）
馬連票数 計1074653 的中 �� 106245（1番人気）
馬単票数 計 538314 的中 �� 24715（2番人気）
ワイド票数 計 456332 的中 �� 36999（1番人気）�� 13621（10番人気）�� 8642（17番人気）
3連複票数 計1335804 的中 ��� 23862（13番人気）
3連単票数 計2073542 的中 ��� 9520（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．0―34．3―46．7―59．4―1：11．3―1：23．0―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イリュミナンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 阪神1着

2010．2．27生 牝4鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 13戦4勝 賞金 72，416，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2804710月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第11競走 ��
��1，600�

きよみず

清水ステークス
発走15時35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55�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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

22 フ ル ー キ ー 牡4青鹿57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480－ 61：33．0 1．4�

79 メイケイペガスター 牡4青 57 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 500－ 41：33．21� 7．2�

810 トーセンソレイユ 牝4鹿 55 小牧 太島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448＋10 〃 ハナ 7．3�
44 リヴェレンテ 牡6青鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 514± 01：33．3	 10．4	
811 エアジェルブロワ 牝5黒鹿55 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 クビ 11．8

55 ウインスプラッシュ 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 492＋ 81：33．4	 61．4�
33 トゥザサミット 牡7鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 458＋ 2 〃 クビ 115．2�
66 アイウォントユー 牡7栗 57 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 462± 01：33．5
 204．0
78 マルタカシクレノン 牡6青鹿57 和田 竜二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 506＋ 41：33．6	 32．5�
67 ブロードスター �4鹿 57 川須 栄彦安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 480± 01：33．7	 36．2�
11 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 470＋ 21：33．91� 45．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，876，000円 複勝： 174，661，800円 枠連： 35，293，200円
馬連： 164，375，100円 馬単： 105，673，600円 ワイド： 63，212，200円
3連複： 195，076，500円 3連単： 497，718，800円 計： 1，292，887，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 290円 �� 210円 �� 520円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，290円

票 数

単勝票数 計 568760 的中 � 312565（1番人気）
複勝票数 計1746618 的中 � 1315262（1番人気）� 77927（4番人気）� 99982（2番人気）
枠連票数 計 352932 的中 （2－7） 57358（2番人気）
馬連票数 計1643751 的中 �� 207733（3番人気）
馬単票数 計1056736 的中 �� 99661（3番人気）
ワイド票数 計 632122 的中 �� 54827（3番人気）�� 88357（1番人気）�� 26509（5番人気）
3連複票数 計1950765 的中 ��� 167364（2番人気）
3連単票数 計4977188 的中 ��� 157456（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．1―47．3―58．9―1：10．3―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 5，8（1，7）2（9，11）4，6，3，10 4 ・（5，8）－（1，2，7）11（4，9）（3，6，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ ル ー キ ー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．3．2 阪神1着

2010．3．31生 牡4青鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 9戦5勝 賞金 70，461，000円

2804810月18日 晴 良 （26京都4）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （ダート・右）
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
1：09．1
1：08．7

重
重

816� ナンチンノン 牡3栗 55 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.
Alexander 508＋141：10．7 8．8�

23 � ヴィクタシア 牝5黒鹿55 藤岡 佑介前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-
take Iida B510＋ 8 〃 アタマ 22．7�

11 � 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

518－ 21：11．55 2．2�
35 ア レ ッ ト 牡3青 55 川須 栄彦 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 508＋18 〃 アタマ 38．1�
24 シルヴァーグレイス 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 哲哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 ハナ 6．2�
12 ク ー ゲ ル 牡3栗 55 武 豊幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 502－ 21：11．92	 8．2�
48 テーオーサクセス 牡6黒鹿57 D．ペロヴィッチ 小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 500± 01：12．21
 15．2	

（伊）

713 ゴッドツェッペリン 牡5黒鹿57 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 474＋10 〃 アタマ 7．5

36 ミラクルルーマー 牡4芦 57 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 B536＋ 2 〃 ハナ 87．3�
510 マッシヴヒーロー 牡5鹿 57 池添 謙一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 458＋ 21：12．41 44．9�
59 ワンダーフォルテ 牡6栗 57 四位 洋文山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 492－141：12．5
 174．5
612 ランドクイーン 牝4栗 55 小牧 太山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472＋ 21：12．6	 15．2�
47 � キクノグラード 牡5栗 57 和田 竜二菊池 五郎氏 中内田充正 浦河 惣田 英幸 480± 01：12．7	 70．9�
611 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿 53

50 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 482－ 21：12．8クビ 84．6�
815 ヤマニンアルシェ 牡6鹿 57 北村 友一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 528± 01：12．9	 146．0�
714� フリスコベイ 牝5栗 55 松山 弘平�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC 482－161：13．22 171．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，243，200円 複勝： 72，859，500円 枠連： 33，980，500円
馬連： 163，673，500円 馬単： 68，050，600円 ワイド： 61，460，400円
3連複： 174，629，700円 3連単： 288，134，600円 計： 912，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 260円 � 400円 � 140円 枠 連（2－8） 2，550円

馬 連 �� 11，980円 馬 単 �� 19，020円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 650円 �� 920円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 88，030円

票 数

単勝票数 計 492432 的中 � 44707（5番人気）
複勝票数 計 728595 的中 � 64354（5番人気）� 36166（7番人気）� 189895（1番人気）
枠連票数 計 339805 的中 （2－8） 10307（11番人気）
馬連票数 計1636735 的中 �� 11262（32番人気）
馬単票数 計 680506 的中 �� 2682（60番人気）
ワイド票数 計 614604 的中 �� 4757（32番人気）�� 25242（4番人気）�� 17307（8番人気）
3連複票数 計1746297 的中 ��� 16255（25番人気）
3連単票数 計2881346 的中 ��� 2373（271番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．6―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナンチンノン �
�
父 Parading �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．12．7 中山1着

2011．5．12生 牡3栗 母 Etro 母母 Paisley Fashion 9戦3勝 賞金 34，582，000円
〔制裁〕 サカジロヴィグラス号の騎手義英真は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて平成26年10月25日から平成26年10月

26日まで騎乗停止。（被害馬：2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。



（26京都4）第4日 10月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 141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

198，470，000円
11，240，000円
1，020，000円
17，430，000円
55，337，000円
3，640，000円
1，353，600円

勝馬投票券売得金
346，711，500円
698，726，900円
181，940，800円
854，985，900円
514，530，000円
383，089，300円
1，009，013，100円
1，989，104，500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
計 5，978，102，000円

総入場人員 18，204名 （有料入場人員 15，922名）
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