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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

3100111月8日 晴 良 （26京都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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

11 シンゼンガンプ 牡2鹿 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462± 01：54．9 1．6�
22 アドマイヤリバティ 牡2鹿 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 472＋161：55．11� 28．1�
810 バ ン ペ イ ユ 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 500－ 41：55．31 5．5�

（仏）

44 スマートアロー 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 454－ 2 〃 クビ 12．7�

33 カシノサクセス 牡2黒鹿55 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 456－ 21：55．51� 248．8�
67 セレブレイトソング 牡2栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 488＋10 〃 ハナ 5．7	
79 デザフィーオ 牡2黒鹿55 川島 信二今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 21：55．6クビ 58．8

811 トミースマイル 牡2芦 55

52 ▲義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 41：56．23� 256．1�
78 コ ン コ ー ド 牡2鹿 55 福永 祐一林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 524± 01：56．41 11．3
66 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 500－ 41：56．93 14．8�
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55 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 492－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，116，400円 複勝： 77，661，500円 枠連： 8，660，000円
馬連： 36，496，300円 馬単： 29，100，900円 ワイド： 20，798，700円
3連複： 46，533，600円 3連単： 92，908，700円 計： 335，276，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 140円 枠 連（1－2） 2，560円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 590円 �� 160円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 13，460円

票 数

単勝票数 差引計 231164（返還計 5987） 的中 � 111132（1番人気）
複勝票数 差引計 776615（返還計 10302） 的中 � 570928（1番人気）� 13051（7番人気）� 57380（2番人気）
枠連票数 差引計 86600（返還計 7075） 的中 （1－2） 2614（8番人気）
馬連票数 差引計 364963（返還計 29386） 的中 �� 11067（8番人気）
馬単票数 差引計 291009（返還計 22128） 的中 �� 5990（13番人気）
ワイド票数 差引計 207987（返還計 19174） 的中 �� 7507（9番人気）�� 45432（1番人気）�� 3575（15番人気）
3連複票数 差引計 465336（返還計 77484） 的中 ��� 12514（9番人気）
3連単票数 差引計 929087（返還計153527） 的中 ��� 5003（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．2―50．7―1：04．3―1：17．1―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンゼンガンプ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．8．10 札幌2着

2012．4．30生 牡2鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走除外・発走状況〕 テイエムグンカン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔右後球節部挫創〕を発症したため

競走除外。発走時刻7分遅延。
セレブレイトソング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムグンカン号は，平成26年11月9日から平成26年12月8日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

〔調教再審査〕 セレブレイトソング号は，発走調教再審査。
※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8日 晴 良 （26京都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
1：32．3
1：32．3

良
良

22 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 496＋ 41：34．1 5．3�
33 ピンストライプ 牡2青鹿55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 41：34．2� 1．3�
79 ベステンダンク 牡2栗 55 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 486＋ 61：34．3クビ 16．5�
11 ジェネラルゴジップ 牡2青鹿55 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 464＋101：34．51� 6．9�
55 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 414－ 21：35．13� 102．0	
44 リアルプロジェクト 牡2鹿 55 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 494＋ 21：35．31� 37．4

810 ヘ イ ム ダ ル 牡2黒鹿55 熊沢 重文岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 476－ 61：35．4� 23．4�
811 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 456＋ 21：35．71� 143．6�
67 ミュトスレディ 牝2鹿 54 藤岡 佑介小村アセットM� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 46．5
78 マヤジョワイユ 牝2鹿 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 452± 01：36．33� 351．7�
66 メイショウヒグラシ 牝2黒鹿54 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 420± 01：36．61� 283．0�
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売 得 金
単勝： 22，997，100円 複勝： 78，803，700円 枠連： 8，268，000円
馬連： 32，505，600円 馬単： 28，875，000円 ワイド： 18，973，300円
3連複： 46，081，800円 3連単： 109，908，000円 計： 346，412，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 120円 � 100円 � 160円 枠 連（2－3） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 140円 �� 480円 �� 220円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 計 229971 的中 � 34676（2番人気）
複勝票数 計 788037 的中 � 48554（2番人気）� 631073（1番人気）� 26118（4番人気）
枠連票数 計 82680 的中 （2－3） 22655（1番人気）
馬連票数 計 325056 的中 �� 83476（1番人気）
馬単票数 計 288750 的中 �� 17044（5番人気）
ワイド票数 計 189733 的中 �� 43715（1番人気）�� 7394（6番人気）�� 21189（3番人気）
3連複票数 計 460818 的中 ��� 47682（2番人気）
3連単票数 計1099080 的中 ��� 12762（19番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．5―11．9―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．9―47．4―59．3―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンバッケン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．9．28 阪神4着

2012．4．20生 牡2鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ベステンダンク号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

ヘイムダル号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

第５回 京都競馬 第１日



3100311月8日 晴 良 （26京都5）第1日 第3競走 ��
��2，000�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
2：00．3
1：59．9

良
良

813 アルバートドック 牡2鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 62：02．2 6．8�

57 ウェスタールンド 牡2栗 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 2．8�
69 グレイスミノル 牝2青鹿54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 464－ 42：02．3クビ 26．0�
22 アウトゼアー 牡2鹿 55 水口 優也薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 498－ 82：02．61� 387．3�
33 シャイニングスター 牡2鹿 55 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 486＋ 4 〃 ハナ 7．5	
45 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 436＋ 2 〃 クビ 2．5

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 448＋ 22：02．7クビ 47．2�
610 エーティーロゼッタ 牝2鹿 54 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 482± 0 〃 アタマ 38．7�
46 ドンアルフォンス 牡2黒鹿55 川須 栄彦山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 458＋ 62：02．91� 97．3
58 トラベリックス 牝2鹿 54 国分 恭介八木 昌司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 02：03．11� 156．9�
34 サージェントバッジ 牡2黒鹿55 C．ルメール 大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：03．31 18．4�

（仏）

814 スマートシルフ 牡2黒鹿55 和田 竜二大川 徹氏 松田 国英 日高 増尾牧場 498－ 22：03．4	 65．2�
711 コスモジョイジョイ 牡2鹿 55 酒井 学 �ビッグレッドファーム 西園 正都 日高 田端牧場 456－ 22：03．61	 186．1�
712 チャリスウェル 牡2鹿 55 小牧 太 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 506± 0 （競走中止） 17．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，661，300円 複勝： 40，670，900円 枠連： 11，355，100円
馬連： 45，362，400円 馬単： 29，324，300円 ワイド： 25，244，700円
3連複： 61，778，500円 3連単： 94，201，100円 計： 330，598，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 160円 � 560円 枠 連（5－8） 920円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，240円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 32，630円

票 数

単勝票数 計 226613 的中 � 26283（3番人気）
複勝票数 計 406709 的中 � 43530（3番人気）� 85213（2番人気）� 14596（7番人気）
枠連票数 計 113551 的中 （5－8） 9542（5番人気）
馬連票数 計 453624 的中 �� 35379（5番人気）
馬単票数 計 293243 的中 �� 8446（9番人気）
ワイド票数 計 252447 的中 �� 17582（4番人気）�� 2719（23番人気）�� 4184（12番人気）
3連複票数 計 617785 的中 ��� 5979（21番人気）
3連単票数 計 942011 的中 ��� 2093（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．0―50．0―1：02．8―1：15．8―1：27．8―1：39．3―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルバートドック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2014．9．21 阪神6着

2012．1．21生 牡2鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 チャリスウェル号は，2コーナーで外側に逃避したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 チャリスウェル号は，平成26年11月9日から平成26年11月30日まで出走停止。停止期間の満了後

に平地調教再審査。
※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8日 晴 良 （26京都5）第1日 第4競走 ��
��1，400�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
1：23．6
1：23．1

重
重

34 クリノダイスーシー 牡2鹿 55 岩田 康誠栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 502 ―1：26．8 6．4�
22 オンワードバース 牡2鹿 55 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 436 ―1：27．01 163．0�
23 ヒラボクテイオー 牡2黒鹿55 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 522 ―1：27．21� 5．4�
713 バーサーカー 牡2栗 55 藤岡 佑介香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 462 ―1：27．3� 20．2�
611 シ ー ク ロ ム 牡2青鹿55 酒井 学大久保和夫氏 田中 章博 新冠 村上牧場 444 ― 〃 クビ 23．3�
11 モ ラ ル タ 牡2鹿 55 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 502 ―1：27．4� 78．6	
46 ジョウショームーン 牡2鹿 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 中地 義次 488 ―1：27．61 68．6

712 サンフェニックス 牡2栗 55 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 474 ― 〃 ハナ 29．4�
815 ツキノアカリ 牝2鹿 54 武 幸四郎�三嶋牧場 石橋 守 浦河 三嶋牧場 458 ―1：27．7クビ 54．7
47 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 ―1：27．8� 31．7�
610� エイシンバンバ 牝2鹿 54 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 米 Ted Folkerth

& Brookdale 502 ―1：28．22� 4．2�
35 � アワードジャック 牡2鹿 55 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi

Nakajima 458 ―1：29．47 2．6�
814 スズカオパール 牝2栗 54 和田 竜二永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 466 ―1：29．71	 18．5�
58 グロビュール 牡2栗 55 国分 優作高山 直樹氏 梅内 忍 日高 日西牧場 472 ―1：29．8� 25．8�
59 パープルドリーム 牝2黒鹿54 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 482 ―1：31．8大差 164．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，682，300円 複勝： 26，397，700円 枠連： 12，103，500円
馬連： 34，692，500円 馬単： 21，069，200円 ワイド： 18，938，400円
3連複： 44，629，000円 3連単： 62，223，200円 計： 240，735，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 3，500円 � 200円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 35，510円 馬 単 �� 58，520円

ワ イ ド �� 11，950円 �� 630円 �� 10，830円

3 連 複 ��� 55，140円 3 連 単 ��� 369，760円

票 数

単勝票数 計 206823 的中 � 25468（4番人気）
複勝票数 計 263977 的中 � 31775（4番人気）� 1487（15番人気）� 39832（3番人気）
枠連票数 計 121035 的中 （2－3） 17668（2番人気）
馬連票数 計 346925 的中 �� 757（64番人気）
馬単票数 計 210692 的中 �� 270（115番人気）
ワイド票数 計 189384 的中 �� 392（75番人気）�� 8321（6番人気）�� 433（67番人気）
3連複票数 計 446290 的中 ��� 607（127番人気）
3連単票数 計 622232 的中 ��� 122（793番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．6―48．2―1：01．0―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノダイスーシー �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2012．4．29生 牡2鹿 母 オーチャードグラス 母母 ウインクアットデエンジャー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3100511月8日 晴 良 （26京都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
1：20．6
1：20．3

良
良

22 � エイシンカラット 牝2黒鹿54 武 豊�栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing
Partnership 458 ―1：20．9 2．4�

33 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 462 ―1：22．17 12．3�
56 ビーチパラソル 牝2芦 54 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 466 ―1：22．31� 3．2�

（仏）

68 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 ―1：22．4クビ 17．4�
811 イサチルホープ 牡2栗 55

52 ▲義 英真小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 452 ― 〃 クビ 14．8�
11 カフジムーン 牡2黒鹿55 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 猿橋 義昭 472 ―1：22．61	 100．7	
55 ルミナスギャラン 牡2芦 55 川須 栄彦小林 久義氏 笹田 和秀 新ひだか 棚川 光男 430 ―1：22．81	 40．1

44 エスペランサルル 牝2栗 54 松山 弘平江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 438 ―1：23．01 81．2�
812 ミカエルシチー 牡2鹿 55 小牧 太 �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 526 ―1：23．1
 6．5
67 コ モ ド ー 牡2青鹿55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：23．31� 11．8�
710 ド リ ス 牝2鹿 54 太宰 啓介杉澤 光雄氏 石橋 守 浦河 浦河小林牧場 474 ―1：23．93� 107．2�
79 オーパンバル 牝2黒鹿54 北村 友一水上 行雄氏 音無 秀孝 平取 稲原牧場 500 ―1：24．22 26．1�
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売 得 金
単勝： 22，824，000円 複勝： 24，130，200円 枠連： 10，532，100円
馬連： 38，703，000円 馬単： 25，902，100円 ワイド： 18，338，200円
3連複： 42，988，900円 3連単： 74，282，700円 計： 257，701，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 260円 � 140円 枠 連（2－3） 1，250円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 480円 �� 190円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 228240 的中 � 73282（1番人気）
複勝票数 計 241302 的中 � 69749（1番人気）� 16383（6番人気）� 43685（2番人気）
枠連票数 計 105321 的中 （2－3） 6527（7番人気）
馬連票数 計 387030 的中 �� 25068（4番人気）
馬単票数 計 259021 的中 �� 11328（4番人気）
ワイド票数 計 183382 的中 �� 8829（4番人気）�� 30597（1番人気）�� 6392（10番人気）
3連複票数 計 429889 的中 ��� 29516（2番人気）
3連単票数 計 742827 的中 ��� 11092（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．3―46．8―58．4―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンカラット �
�
父 Tale of Ekati �

�
母父 Kris S. 初出走

2012．2．13生 牝2黒鹿 母 Ellie’s Moment 母母 Kelley’s Day 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。

3100611月8日 晴 良 （26京都5）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12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
1：47．8
1：47．8

重
重

79 セレッソレアル 牝3栗 53 国分 優作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 472＋ 41：52．6 4．6�
66 ゲームフェイス 牡4芦 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 560－ 81：53．34 5．1�
11 アマノウインジー 牡3黒鹿55 福永 祐一中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 476－ 2 〃 クビ 14．0�
78 スカイグラフィティ 牝4芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 490＋ 21：53．51 30．8�
810 リバーソウル 牡3黒鹿55 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 ハナ 7．1�
67 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± 0 〃 アタマ 5．4�
44 シャドウシティー 牡3鹿 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 21：54．77 4．0	

（仏）

811 ティーエスハーツ 牡3黒鹿55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 524－ 61：55．12� 10．4

33 	 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 448＋ 41：55．31� 226．9�
22 	 マヴェリックブルー 牡4栗 57

54 ▲義 英真 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 浦河 馬道 繁樹 426± 01：55．5
 177．4
55 ビットビバーチェ 牡4芦 57 藤岡 佑介礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 478＋ 21：57．110 16．8�
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売 得 金
単勝： 21，675，700円 複勝： 30，104，000円 枠連： 11，843，300円
馬連： 44，043，900円 馬単： 24，783，300円 ワイド： 21，482，400円
3連複： 52，982，300円 3連単： 86，479，200円 計： 293，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 230円 � 190円 � 500円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，800円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 10，760円 3 連 単 ��� 54，420円

票 数

単勝票数 計 216757 的中 � 37186（2番人気）
複勝票数 計 301040 的中 � 35028（5番人気）� 47897（3番人気）� 12993（8番人気）
枠連票数 計 118433 的中 （6－7） 14525（3番人気）
馬連票数 計 440439 的中 �� 23430（7番人気）
馬単票数 計 247833 的中 �� 6070（15番人気）
ワイド票数 計 214824 的中 �� 9627（9番人気）�� 2945（26番人気）�� 4883（15番人気）
3連複票数 計 529823 的中 ��� 3692（43番人気）
3連単票数 計 864792 的中 ��� 1152（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―37．7―50．3―1：02．3―1：14．7―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セレッソレアル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラローレル デビュー 2013．7．21 函館1着

2011．4．27生 牝3栗 母 アクトウエル 母母 ワイルドトゥアクト 10戦2勝 賞金 22，820，000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。



3100711月8日 晴 良 （26京都5）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

24 パドルウィール 牡3芦 55 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 42：00．2 16．6�

510 マテンロウボス 牡3黒鹿55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 470＋102：00．3� 16．3�
35 ゲットアテープ 牡3鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512＋142：00．4	 21．7�
（仏）

11 エーデルグランツ 牡3青鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 クビ 7．0�
611 リヴィエール 牝3芦 53 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 464± 0 〃 アタマ 18．1	
47 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 55 北村 友一 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 468＋ 22：00．5	 14．2

59 ウインリバティ 牝3黒鹿53 池添 謙一�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 444± 02：00．6クビ 20．8�
36 イ サ ベ ル 牝3鹿 53 福永 祐一近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：00．7� 2．3�
12 ヴァーティカルサン 牡4青鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552＋18 〃 ハナ 9．7
713 マイネリベルタス 牝3鹿 53 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 4 〃 クビ 103．1�
715 ディアデラバンデラ 
5黒鹿57 秋山真一郎 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 103．5�
714� トウケイゴールド 牡4鹿 57

54 ▲義 英真木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 500＋102：00．8� 78．1�
23 サイモンラムセス 牡4鹿 57 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 2 〃 クビ 6．5�
612 ハギノブシドウ 牡4栗 57 藤岡 佑介日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 496－102：01．01� 217．7�
48 ステイザコース 
4栗 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－102：01．1� 99．3�
817 ティーエスネオ 牡3芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 510± 02：01．31� 205．0�
816 プラチナグロース 
4芦 57 藤田 伸二 �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 492＋162：01．83 79．4�
818 テイエムサンビカ 牝3青鹿53 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 480＋102：02．86 69．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，634，700円 複勝： 52，507，200円 枠連： 21，329，900円
馬連： 63，311，200円 馬単： 32，855，100円 ワイド： 35，691，900円
3連複： 82，240，100円 3連単： 115，687，700円 計： 435，257，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 500円 � 520円 � 380円 枠 連（2－5） 2，130円

馬 連 �� 11，770円 馬 単 �� 23，240円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 5，000円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 68，680円 3 連 単 ��� 363，080円

票 数

単勝票数 計 316347 的中 � 15179（7番人気）
複勝票数 計 525072 的中 � 26963（8番人気）� 26316（9番人気）� 37432（4番人気）
枠連票数 計 213299 的中 （2－5） 7745（9番人気）
馬連票数 計 633112 的中 �� 4167（40番人気）
馬単票数 計 328551 的中 �� 1060（75番人気）
ワイド票数 計 356919 的中 �� 2738（40番人気）�� 1838（50番人気）�� 2014（46番人気）
3連複票数 計 822401 的中 ��� 898（172番人気）
3連単票数 計1156877 的中 ��� 231（921番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．0―48．4―1：00．9―1：13．7―1：26．0―1：37．6―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

パドルウィール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．22 阪神2着

2011．3．30生 牡3芦 母 レストレスハート 母母 スルーミーナウ 9戦2勝 賞金 20，431，000円
〔発走状況〕 パドルウィール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 パドルウィール号の騎手松山弘平は，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：14番）
※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 ミッキータイガー号
※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。

3100811月8日 晴 良 （26京都5）第1日 第8競走 ��3，170�第16回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・内外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード3：30．4良

814 オースミムーン 牡5鹿 61 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 478＋ 63：30．7 6．9�
33 メイショウブシドウ 牡5青鹿60 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 462± 03：32．19 1．2�
69 オ ベ ロ ン �4鹿 60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 484－ 23：32．84 27．3�
610 ミヤコデラックス 牡5鹿 60 横山 義行吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B468－103：33．54 117．6�
11 ホッコーゼニト 牡5鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 43：33．81� 12．3	
34 トウカイルーチェ 牡4青鹿60 北沢 伸也内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 516－ 2 〃 クビ 26．3

57 テイエムセイリュウ 牡5青鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 510＋183：36．1大差 134．4�
58 テイエムブユウデン 牡7鹿 60 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 476＋ 2 〃 クビ 112．4�
711 リアルブラック �5青鹿60 小坂 忠士大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 504－ 63：36．73� 177．6
45 	 トーセンプラチナ 牡5鹿 60 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 83：37．23 78．2�
46 	 エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 460－ 63：37．41� 214．1�
22 	 クリノテンペスタ 牡7栗 60 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 478－ 43：37．5クビ 299．4�
813 マイネルガヴロシュ 牡7青鹿60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B480＋ 23：37．6� 43．8�
712 レッドアーヴィング �5栗 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488＋12 （競走中止） 10．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，183，900円 複勝： 80，212，500円 枠連： 17，844，400円
馬連： 55，292，100円 馬単： 44，362，100円 ワイド： 27，836，700円
3連複： 77，940，100円 3連単： 191，039，700円 計： 522，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 140円 � 110円 � 280円 枠 連（3－8） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 170円 �� 850円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 9，350円

票 数

単勝票数 計 281839 的中 � 32320（2番人気）
複勝票数 計 802125 的中 � 57951（2番人気）� 596451（1番人気）� 17202（5番人気）
枠連票数 計 178444 的中 （3－8） 53979（1番人気）
馬連票数 計 552921 的中 �� 158146（1番人気）
馬単票数 計 443621 的中 �� 26675（4番人気）
ワイド票数 計 278367 的中 �� 53880（1番人気）�� 6800（10番人気）�� 13845（5番人気）
3連複票数 計 779401 的中 ��� 44762（4番人気）
3連単票数 計1910397 的中 ��� 14809（29番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．6－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
14＝10（4，5，13）9（1，3）－7（11，8）＝6－2
14＝10－3－9－5，4－1，13－（7，8）－6，11＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オースミムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．15 小倉15着

2009．4．19生 牡5鹿 母 レディクライマー 母母 マウンテンフリース 障害：14戦5勝 賞金 182，820，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 レッドアーヴィング号は，1周目2号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 オースミムーン号の騎手中村将之は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番）



3100911月8日 晴 良 （26京都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，25．11．2以降26．11．2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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

79 � ベリーフィールズ 牝6鹿 52 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 476＋ 61：45．7 18．6�
811 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿53 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 454＋ 2 〃 クビ 2．1�
812 サ ン グ ッ プ 牡6栗 55 浜中 俊加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 494＋ 81：45．91� 64．8�
11 ゴールドブライアン 牡6青鹿55 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470－ 2 〃 ハナ 38．0�
56 シルクキングリー 牡5鹿 55 松山 弘平 �シルクレーシング 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 502＋10 〃 クビ 18．5	
22 フェータルローズ 牝5栗 54 小牧 太兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 464－ 21：46．0クビ 8．2

67 コウエイワンマン 牡3黒鹿53 福永 祐一西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 524± 0 〃 クビ 9．6�
68 ポセイドンバローズ 牡4栗 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B464－ 41：46．21� 13．5�

（仏）

710 ツィンクルソード 牡3芦 53 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：46．4	 46．4
33 サトノキングリー 牡4鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482＋101：46．61� 3．7�
55 � メイショウエゾフジ 牡4黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 480＋ 61：46．81
 21．9�
44 スリーアルテミス 牝6鹿 52 池添 謙一永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 472＋ 61：47．01 141．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，468，900円 複勝： 59，044，000円 枠連： 19，405，900円
馬連： 90，553，700円 馬単： 48，041，500円 ワイド： 41，428，000円
3連複： 101，322，700円 3連単： 179，521，000円 計： 573，785，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 310円 � 110円 � 870円 枠 連（7－8） 1，670円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 570円 �� 5，180円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 17，990円 3 連 単 ��� 91，270円

票 数

単勝票数 計 344689 的中 � 14819（7番人気）
複勝票数 計 590440 的中 � 35886（6番人気）� 232369（1番人気）� 10480（10番人気）
枠連票数 計 194059 的中 （7－8） 8977（8番人気）
馬連票数 計 905537 的中 �� 38026（7番人気）
馬単票数 計 480415 的中 �� 6643（17番人気）
ワイド票数 計 414280 的中 �� 19922（4番人気）�� 1960（39番人気）�� 5069（22番人気）
3連複票数 計1013227 的中 ��� 4222（51番人気）
3連単票数 計1795210 的中 ��� 1426（264番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．2―11．8―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―23．4―35．0―47．2―59．0―1：10．9―1：22．6―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベリーフィールズ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Caerleon

2008．4．17生 牝6鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry 20戦2勝 賞金 32，952，000円
初出走 JRA

※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8日 晴 良 （26京都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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 スズカロジック 牡6栗 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 516＋221：23．8 28．4�
510 コウユーサムライ 牡5栗 57 福永 祐一加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 502＋ 8 〃 アタマ 6．6�
713 マヤノオントロジー 牡5黒鹿57 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 500＋ 8 〃 クビ 78．2�
12 ダノンハラショー 牡7栗 57 川須 栄彦�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 458± 01：24．01� 11．0�
612 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 496＋ 4 〃 アタマ 61．1�
611 アマノレインジャー 牡6栗 57 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 518＋141：24．1クビ 109．6	
59 アフリカンハンター 牡6栗 57 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 506－ 2 〃 クビ 147．5

23 ハーロンベイ 牝4黒鹿55 北村 友一 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 462＋101：24．2	 4．2�
24 タガノミューチャン 牝4鹿 55 藤岡 佑介八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526＋ 41：24．4
 9．6�
816 ドリームコンサート 牡5栗 57 熊沢 重文松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 508＋ 81：24．5	 8．6
35 � アンリヴィールド 牝5栗 55 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

492＋ 81：24．81
 9．6�
11 ネ ロ 牡3栗 56 藤田 伸二西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 476＋ 61：24．9
 5．2�
714� モエレジュンキン 牡7鹿 57 和田 竜二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 480＋ 41：25．11� 35．3�
47 テイエムキュウコー 3鹿 56 森 一馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 474＋ 21：26．710 214．9�
36 � 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 520＋ 81：27．44 38．0�
815� エーシンレンジャー 牡4栗 57 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 496－ 4 〃 アタマ 8．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，920，600円 複勝： 46，364，700円 枠連： 28，492，700円
馬連： 101，279，100円 馬単： 45，489，100円 ワイド： 41，763，300円
3連複： 122，338，500円 3連単： 176，235，000円 計： 593，883，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 820円 � 230円 � 1，780円 枠 連（4－5） 9，030円

馬 連 �� 10，260円 馬 単 �� 24，930円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 24，880円 �� 5，470円

3 連 複 ��� 143，360円 3 連 単 ��� 875，130円

票 数

単勝票数 計 319206 的中 � 8975（9番人気）
複勝票数 計 463647 的中 � 13436（11番人気）� 66963（2番人気）� 5900（14番人気）
枠連票数 計 284927 的中 （4－5） 2443（28番人気）
馬連票数 計1012791 的中 �� 7649（33番人気）
馬単票数 計 454891 的中 �� 1368（79番人気）
ワイド票数 計 417633 的中 �� 3321（42番人気）�� 429（108番人気）�� 1971（60番人気）
3連複票数 計1223385 的中 ��� 640（284番人気）
3連単票数 計1762350 的中 ��� 146（1644番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．8―12．2―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．5―33．8―45．6―57．8―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．2
3 ・（1，4）（6，7）－11（3，5）（14，16）12，15－（9，10）－（2，8）－13 4 ・（1，4）7（3，5，11）（12，14，16）（6，15）10，9（2，8）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカロジック �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Unbridled デビュー 2010．10．17 京都7着

2008．3．28生 牡6栗 母 アンフォイルド 母母 Bold Foil 25戦5勝 賞金 77，088，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アルボナンザ号・エアカーネリアン号・エリアコンプリート号・グランシェリー号・シグナルプロシード号・

タガノトネール号・ネオシーサー号・ピンウィール号・マックスガイ号・ミッキーヘネシー号・メイショウツレヅレ号・
ヤマノサファイア号・ロードヴォルケーノ号



3101111月8日 晴 良 （26京都5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第19回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

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

KBS京都賞（1着）
賞 品

本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

46 クールホタルビ 牝2栗 54 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 434＋ 81：21．7 92．3�
11 ダノングラシアス 牝2黒鹿54 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 496－ 21：21．8� 2．7�
69 ウインソワレ 牝2鹿 54 C．ルメール�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 2 〃 クビ 6．9�

（仏）

34 エ フ ェ ク ト 牝2青鹿54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 456－ 61：21．9� 33．2�
45 ムーンエクスプレス 牝2鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 414＋10 〃 クビ 41．9�
813 レオパルディナ 牝2鹿 54 武 豊 	キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 424＋12 〃 ハナ 4．3

610 タガノヴェルリー 牝2鹿 54 武 幸四郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 2 〃 アタマ 23．1�
33 ペ ル フ ィ カ 牝2黒鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 61：22．0クビ 11．0�
711 オールオブユー 牝2栗 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 6 〃 クビ 41．1
57 ル ア ン ジ ュ 牝2青 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 478＋261：22．1� 29．4�
22 ダイワプロパー 牝2栗 54 浜中 俊大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 2 〃 クビ 7．8�
814 ニューエディション 牝2黒鹿54 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 440＋ 21：22．2� 27．6�
712 シゲルチャグチャグ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 476± 0 〃 クビ 21．5�
58 シンフォニア 牝2栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 474－ 41：22．4� 21．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 100，361，400円 複勝： 144，363，300円 枠連： 67，609，800円
馬連： 338，972，300円 馬単： 152，080，200円 ワイド： 129，838，800円
3連複： 462，795，500円 3連単： 763，077，800円 計： 2，159，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，230円 複 勝 � 1，780円 � 140円 � 230円 枠 連（1－4） 4，760円

馬 連 �� 20，040円 馬 単 �� 53，620円

ワ イ ド �� 5，800円 �� 6，670円 �� 460円

3 連 複 ��� 35，130円 3 連 単 ��� 380，480円

票 数

単勝票数 計1003614 的中 � 8690（14番人気）
複勝票数 計1443633 的中 � 13785（14番人気）� 391183（1番人気）� 155326（3番人気）
枠連票数 計 676098 的中 （1－4） 11001（19番人気）
馬連票数 計3389723 的中 �� 13107（55番人気）
馬単票数 計1520802 的中 �� 2127（117番人気）
ワイド票数 計1298388 的中 �� 5447（60番人気）�� 4727（66番人気）�� 80931（2番人気）
3連複票数 計4627955 的中 ��� 9879（116番人気）
3連単票数 計7630778 的中 ��� 1454（1016番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．0―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．3―47．3―58．9―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールホタルビ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．6．28 阪神1着

2012．4．4生 牝2栗 母 プ ラ セ ー ル 母母 リ ー プ 5戦2勝 賞金 41，563，000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8日 晴 良 （26京都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）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

24 ローブデソワ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 506＋241：24．6 9．4�
（仏）

23 リュクスメジャー 牝5栗 55 浜中 俊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 81：24．7� 8．2�

815 ルミナスパレード 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 21：24．8� 5．7�
35 カネトシビバーチェ 牝3鹿 54 武 豊兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 452－ 21：24．9� 10．2�
59 マーティンオート 牝4鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 482－ 21：25．0� 7．7�
510 ア メ リ 牝4栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 61：25．21� 4．4	
612 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 454＋ 2 〃 クビ 13．5

48 ネヴァーハーツ 牝5栃栗55 幸 英明廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 470＋ 41：25．3クビ 95．2�
47 ハッピーエム 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 原田牧場 450＋10 〃 アタマ 19．0�
611 アーバンレジェンド 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 478＋ 81：25．51 5．5
12 サトノジョリー 牝5青鹿55 藤岡 康太里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 458＋ 2 〃 クビ 22．6�
816� ネオアレクサンドラ 牝5鹿 55 北村 友一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：25．6クビ 196．9�
11 � カ ク シ ア ジ 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 424＋ 41：25．81� 101．0�
713 シニスタークイーン 牝5黒鹿 55

52 ▲義 英真�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454－ 6 〃 クビ 138．6�
714� ホッコーアムール 牝4青 55 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 444－10 〃 アタマ 161．4�
36 � ブレイヴフィート 牝4鹿 55 川須 栄彦下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 446－ 61：26．11	 230．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，775，800円 複勝： 90，672，900円 枠連： 39，674，200円
馬連： 147，419，700円 馬単： 65，579，200円 ワイド： 66，811，600円
3連複： 182，471，800円 3連単： 281，183，300円 計： 932，588，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 420円 � 280円 � 250円 枠 連（2－2） 4，070円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，220円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，590円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 60，740円

票 数

単勝票数 計 587758 的中 � 49906（6番人気）
複勝票数 計 906729 的中 � 52030（8番人気）� 86249（5番人気）� 100531（3番人気）
枠連票数 計 396742 的中 （2－2） 7552（16番人気）
馬連票数 計1474197 的中 �� 30974（15番人気）
馬単票数 計 655792 的中 �� 6808（32番人気）
ワイド票数 計 668116 的中 �� 11797（17番人気）�� 10696（21番人気）�� 15975（11番人気）
3連複票数 計1824718 的中 ��� 13905（34番人気）
3連単票数 計2811833 的中 ��� 3356（230番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．1―12．7―12．5―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．7―48．4―1：00．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローブデソワ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Gone West デビュー 2013．7．6 中京1着

2011．4．11生 牝3栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 5戦3勝 賞金 31，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 サカジロヴィグラス号
※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1日 11月8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 163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

271，540，000円
9，480，000円
2，440，000円
24，870，000円
64，720，500円
5，710，800円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
419，302，100円
750，932，600円
257，118，900円
1，028，631，800円
547，462，000円
467，146，000円
1，324，102，800円
2，226，747，400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 7，021，443，600円

総入場人員 17，616名 （有料入場人員 15，394名）
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