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3106111月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

59 オールブラッシュ 牡2黒鹿 55
53 △小崎 綾也 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：26．8 24．6�
610 ツ オ イ ガ ナ 牡2栗 55 池添 謙一三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：26．9� 1．2�
47 リッカクロフネ 牡2芦 55 岩田 康誠立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 470± 0 〃 クビ 53．4�
46 ダイメイコンドル 牡2黒鹿55 酒井 学宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 516＋181：27．0クビ 6．0�
23 ル ミ ノ ー ソ 牡2鹿 55 �島 良太桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 鳥谷 勝彦 460± 0 〃 クビ 95．5�
22 ダ ン シ ン グ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B500－ 21：27．21� 20．3	
611 メ ザ ニ ン 牡2栗 55 菱田 裕二山上 和良氏 牧田 和弥 浦河 小島牧場 458－221：27．3クビ 18．1

712 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± 01：27．61� 47．8�
34 アスカアンジュ 牝2青鹿54 熊沢 重文上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 B466－ 4 〃 クビ 244．5�
814 スズカプリウス 牝2芦 54 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 440－ 41：28．23� 110．5
11 イチザサムライ 牡2栗 55

52 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 458± 01：28．83� 22．4�
713 ワンダースパイア 牡2青鹿55 福永 祐一山本 能行氏 小崎 憲 浦河 大島牧場 460± 01：29．54 37．0�
35 ア テ イ ン 牝2栗 54 田中 勝春紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 452± 01：30．88 276．4�
58 シゲルヤッサマツリ 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 坂口 正則 日高 賀張三浦牧場 376± 01：30．9クビ 244．5�

（14頭）
815 ゲットクローサー 牝2青鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 522± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，468，900円 複勝： 113，969，200円 枠連： 14，958，800円
馬連： 53，988，700円 馬単： 40，689，300円 ワイド： 29，810，500円
3連複： 56，929，600円 3連単： 112，291，100円 計： 449，106，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 320円 � 100円 � 580円 枠 連（5－6） 1，600円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 410円 �� 6，050円 �� 950円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 75，100円

票 数

単勝票数 差引計 264689（返還計 9308） 的中 � 8596（6番人気）
複勝票数 差引計1139692（返還計 19098） 的中 � 18516（5番人気）� 943464（1番人気）� 8906（10番人気）
枠連票数 差引計 149588（返還計 293） 的中 （5－6） 7210（7番人気）
馬連票数 差引計 539887（返還計 58807） 的中 �� 34975（4番人気）
馬単票数 差引計 406893（返還計 45525） 的中 �� 6582（13番人気）
ワイド票数 差引計 298105（返還計 41057） 的中 �� 20585（3番人気）�� 1161（39番人気）�� 7875（8番人気）
3連複票数 差引計 569296（返還計145467） 的中 ��� 5555（26番人気）
3連単票数 差引計1122911（返還計291367） 的中 ��� 1084（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．9―48．7―1：01．2―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．1
3 3，4，7，9（6，11）（10，13）（1，2，12）－14－5，8 4 3（4，7）（9，6，11）10，2（1，12，13）－14＝（5，8）

勝馬の
紹 介

オールブラッシュ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2014．7．13 中京11着

2012．3．7生 牡2黒鹿 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 ゲットクローサー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 シゲルヤッサマツリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

3106211月23日 晴 良 （26京都5）第6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

815 ウインユニファイド 牡2黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 41：55．2 91．0�
35 ヤマカツライデン 牡2黒鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 512－ 2 〃 ハナ 2．3�
611 バーンイットアウト 牡2黒鹿55 P．ブドー �ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 81：55．41� 3．5�
（仏）

23 セルリアンコスモ 牡2鹿 55 和田 竜二�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 504± 01：56．25 14．4�
712 カシノサクセス 牡2黒鹿 55

53 △松若 風馬柏木 務氏 境 直行 新ひだか 野坂牧場 456± 0 〃 クビ 15．2	
47 ク ロ ー ザ ー 牡2栗 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 21：56．62� 7．3

34 ラ ク ロ ワ 牡2栗 55 W．ビュイック 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 442－ 41：56．7� 60．0�

（英）

713 カ ノ ー ヴ ァ 牡2鹿 55 川田 将雅 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 522－ 61：56．8� 23．0�

46 パワーオブワード 牡2鹿 55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石ビクトリーファーム 436＋ 81：57．43� 166．7
11 マロンマロン 牝2栗 54

51 ▲義 英真藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 41：57．72 118．9�

58 ボルダーブルー 牡2青鹿55 R．ムーア 青芝商事� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 540＋ 61：57．91� 7．1�
（英）

610 アドマイヤアラシ 牡2鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 様似 猿倉牧場 492－ 21：58．11� 44．2�
814 ライブリファースト 牡2鹿 55 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 500＋ 2 〃 ハナ 213．4�
22 グランロディア 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 458＋161：58．2� 66．1�
59 ム イ ビ エ ン 牝2鹿 54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 478＋ 21：58．52 387．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，162，800円 複勝： 44，006，500円 枠連： 14，937，600円
馬連： 57，480，900円 馬単： 37，286，400円 ワイド： 32，603，700円
3連複： 78，423，200円 3連単： 122，627，200円 計： 412，528，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，100円 複 勝 � 1，850円 � 110円 � 140円 枠 連（3－8） 7，630円

馬 連 �� 16，480円 馬 単 �� 44，670円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 5，880円 �� 180円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 221，150円

票 数

単勝票数 計 251628 的中 � 2210（11番人気）
複勝票数 計 440065 的中 � 3102（12番人気）� 151616（1番人気）� 79102（2番人気）
枠連票数 計 149376 的中 （3－8） 1516（16番人気）
馬連票数 計 574809 的中 �� 2703（31番人気）
馬単票数 計 372864 的中 �� 626（71番人気）
ワイド票数 計 326037 的中 �� 1670（30番人気）�� 1161（41番人気）�� 62029（1番人気）
3連複票数 計 784232 的中 ��� 4449（33番人気）
3連単票数 計1226272 的中 ��� 402（389番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―38．1―51．3―1：04．6―1：17．4―1：30．1―1：42．5

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

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

勝馬の
紹 介

ウインユニファイド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Gold Alert デビュー 2014．6．14 阪神10着

2012．4．25生 牡2黒鹿 母 ユーキャンドゥイット 母母 Royal Fit 5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５回 京都競馬 第６日



3106311月23日 晴 良 （26京都5）第6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

48 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 482－ 41：34．2 2．9�
36 ピースオブジャパン 牡2栗 55 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 480－ 41：34．41� 4．9�
815 ステラグレイス 牝2鹿 54 C．ルメール 林 正道氏 松田 国英 新ひだか 有限会社石川牧場 478＋ 41：34．61� 31．0�

（仏）

510 フェアラフィネ 牝2芦 54 福永 祐一髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 442＋ 61：34．7� 14．5�
35 レッドアルティスタ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474－ 41：34．91� 15．4�
11 ダンツカペラ 牡2黒鹿55 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 480± 0 〃 クビ 35．9	
816 テイエムクロタカ 牡2青鹿55 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 472＋161：35．0クビ 61．5

611 ショウナンハルカス 牡2黒鹿55 R．ムーア 国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478± 01：35．31� 2．9�

（英）

59 グランソルティス 牡2栗 55 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 452－ 4 〃 クビ 50．0�
47 ウインカルミナ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 430－ 81：35．61� 16．0
24 アヴェントゥリーナ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 416－101：35．7� 190．6�

23 グロッシュラー 牝2黒鹿 54
52 △松若 風馬�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 458－ 21：35．8� 26．6�

12 フィールドスラッピ 牝2鹿 54 国分 優作 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 430＋ 21：36．65 60．5�
714 プリミティブライフ 牝2栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：36．92 240．4�
713 シェーンファルコ �2鹿 55 太宰 啓介釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 464＋ 4 〃 クビ 160．7�
612 グッドシェパード 牡2黒鹿 55

52 ▲義 英真 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 456＋ 41：37．85 167．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，149，600円 複勝： 40，271，000円 枠連： 16，552，100円
馬連： 57，597，900円 馬単： 33，671，600円 ワイド： 32，800，300円
3連複： 84，114，800円 3連単： 119，566，200円 計： 410，723，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 630円 枠 連（3－4） 440円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，760円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 18，350円

票 数

単勝票数 計 261496 的中 � 70000（2番人気）
複勝票数 計 402710 的中 � 99873（1番人気）� 71379（3番人気）� 10586（9番人気）
枠連票数 計 165521 的中 （3－4） 28709（2番人気）
馬連票数 計 575979 的中 �� 76651（2番人気）
馬単票数 計 336716 的中 �� 23408（3番人気）
ワイド票数 計 328003 的中 �� 43096（2番人気）�� 4247（19番人気）�� 3747（23番人気）
3連複票数 計 841148 的中 ��� 9425（18番人気）
3連単票数 計1195662 的中 ��� 4723（42番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．2―12．3―12．3―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．4―46．7―59．0―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4F47．5―3F35．2
3 15，2（1，6，8）（3，10）（5，11）（4，7，13）14，9，12，16 4 ・（15，2，6，8）（1，10）（3，11）5（4，7）－（9，14）（16，13）12

勝馬の
紹 介

ベステンダンク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．9．21 阪神9着

2012．3．4生 牡2栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 4戦1勝 賞金 7，050，000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。

3106411月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時35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

711� ストーンウェア 牡2鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 460－ 41：48．1 2．6�
（仏）

45 レジメンタル 牡2栗 55 小牧 太�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 444－ 61：48．31� 15．4�
56 � ケースバイケース 牝2黒鹿54 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 496－ 4 〃 ハナ 8．9�
44 シャッターチャンス 牡2鹿 55 福永 祐一前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 438＋ 2 〃 クビ 6．8�
710 サーサルヴァトーレ 牡2黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 21：48．4	 10．2	
22 アドマイヤロケット 牡2青鹿55 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 3．4

69 ライゼリート 牝2青鹿54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 402＋ 61：48．61� 153．7�
57 ゼットスマイル 牡2栗 55 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 4 〃 ハナ 41．7�
813 サンデーウィザード 牡2鹿 55 武 幸四郎巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 ハナ 23．5
11 パ ラ ベ ン ス 牝2鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 436－10 〃 クビ 34．3�
68 レッドソロモン 牡2鹿 55 R．ムーア �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± 01：48．81	 17．8�

（英）

33 タガノロビンソン 牡2黒鹿 55
53 △松若 風馬八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 430＋ 41：49．22	 124．7�

812 ナ ゴ ミ 牝2鹿 54 国分 優作�イクタ 崎山 博樹 新冠 ムラカミファーム 432－ 41：50．05 182．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，912，000円 複勝： 60，924，800円 枠連： 16，593，200円
馬連： 69，728，200円 馬単： 42，813，000円 ワイド： 39，337，600円
3連複： 96，315，300円 3連単： 147，481，600円 計： 510，105，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 370円 � 280円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 710円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 9，110円 3 連 単 ��� 36，250円

票 数

単勝票数 計 369120 的中 � 109445（1番人気）
複勝票数 計 609248 的中 � 134420（2番人気）� 35550（7番人気）� 49773（5番人気）
枠連票数 計 165932 的中 （4－7） 27931（2番人気）
馬連票数 計 697282 的中 �� 21586（9番人気）
馬単票数 計 428130 的中 �� 9022（11番人気）
ワイド票数 計 393376 的中 �� 8957（12番人気）�� 14698（6番人気）�� 4393（29番人気）
3連複票数 計 963153 的中 ��� 7925（32番人気）
3連単票数 計1474816 的中 ��� 2949（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．8―48．0―1：00．6―1：13．3―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．8
3 6，10（1，2）（5，4，3）（9，7，8）（11，13）－12 4 6，10（1，2）（4，3）5（9，7，8）（11，13）12

勝馬の
紹 介

�ストーンウェア �
�
父 Birdstone �

�
母父 Geiger Counter デビュー 2014．10．25 京都2着

2012．1．30生 牡2鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 レジメンタル号の騎手小牧太は，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：4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。



3106511月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．3
1：59．9

良
良

33 サトノゼファー 牝2栗 54 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 452 ―2：03．8 4．1�
69 スペリオルラスター 牡2栗 55 P．ブドー �シルクレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―2：03．9� 6．3�
（仏）

711 ヒルノリヴァプール 牡2鹿 55 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 476 ―2：04．21� 2．8�
46 トゥモローワールド 牡2鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 456 ―2：04．41	 9．3�
11 ア ジ ル 牡2鹿 55 松山 弘平村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 462 ― 〃 クビ 13．5	
22 ナリタイナズマ 牡2鹿 55 松田 大作�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 446 ―2：04．61 72．9

712 アグネスウォーズ 牡2鹿 55 三浦 皇成渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 516 ―2：04．7� 36．0�
813 ウソハッピャク 牡2栗 55 C．ルメール 小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 452 ―2：05．02 6．0�

（仏）

610 ロングフェニックス 牡2鹿 55
52 ▲義 英真中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 482 ―2：05．1� 94．2
814 ホ ザ ン ナ 牝2栗 54 浜中 俊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 472 ― 〃 ハナ 17．3�
34 ダンツエイカン 牡2鹿 55 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 534 ―2：05．31 128．1�
57 カ ペ ナ 牡2芦 55 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 542 ― 〃 ハナ 93．1�
45 ゼットマーヴェル 牡2栗 55 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか グランド牧場 510 ―2：06．15 43．3�
58 ランドプレジデント 牡2鹿 55

52 ▲城戸 義政木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 522 ―2：09．0大差 184．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，761，200円 複勝： 39，883，800円 枠連： 16，292，500円
馬連： 57，945，700円 馬単： 34，810，700円 ワイド： 29，990，300円
3連複： 72，603，700円 3連単： 111，192，000円 計： 391，479，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 170円 � 120円 枠 連（3－6） 1，550円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 470円 �� 240円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 287612 的中 � 55415（2番人気）
複勝票数 計 398838 的中 � 72229（2番人気）� 50844（3番人気）� 99638（1番人気）
枠連票数 計 162925 的中 （3－6） 8133（7番人気）
馬連票数 計 579457 的中 �� 28667（5番人気）
馬単票数 計 348107 的中 �� 10043（8番人気）
ワイド票数 計 299903 的中 �� 15184（5番人気）�� 35232（1番人気）�� 16920（4番人気）
3連複票数 計 726037 的中 ��� 41582（2番人気）
3連単票数 計1111920 的中 ��� 9368（16番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．4―13．1―12．7―12．8―12．2―11．9―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―24．9―38．3―51．4―1：04．1―1：16．9―1：29．1―1：41．0―1：52．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノゼファー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2012．3．16生 牝2栗 母 ダイワスピリット 母母 ロンドンブリッジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 スペリオルラスター号の騎手P．ブドーは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔その他〕 サトノゼファー号は，2コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。

3106611月23日 晴 良 （26京都5）第6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）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

610 ウルティマミューズ 牝3鹿 53 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 442－ 81：53．3 3．7�
46 グッドタイムロール 牝3栗 53 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 81：54．15 3．7�
33 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± 01：54．2� 18．4�
711 ブロンクスシルバー 牝3芦 53 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 488＋ 21：54．3クビ 9．6�
712 タガノバラード 牝3黒鹿53 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－12 〃 クビ 5．5	
69 ヴェルメンティーノ 牝3栗 53

51 △松若 風馬吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B434＋ 41：54．4� 195．4

57 メイショウブーケ 牝3栗 53 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B462＋ 61：54．5� 9．7�
813 タガノベルーガ 牝3鹿 53 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 21：54．71� 8．1�
11 メイショウクローバ 牝3鹿 53

51 △小崎 綾也松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B506± 01：54．9� 30．5
814 キョウワレイ 牝5鹿 55 小牧 太�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 472＋ 61：55．75 25．6�
45 ミスウインストン 牝3黒鹿 53

50 ▲義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 谷岡牧場 478－ 41：55．8� 145．3�
22 ダンシングバトー 牝3芦 53 藤田 伸二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 458－ 61：57．18 124．9�
34 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 478－ 21：58．48 57．2�
58 ヴァレンティーア 牝4栗 55 W．ビュイック 佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：00．010 22．9�

（英）

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，780，000円 複勝： 46，342，500円 枠連： 17，037，500円
馬連： 69，928，000円 馬単： 37，212，100円 ワイド： 38，167，600円
3連複： 92，788，000円 3連単： 133，105，500円 計： 465，361，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 160円 � 350円 枠 連（4－6） 750円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 320円 �� 810円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 9，540円

票 数

単勝票数 計 307800 的中 � 65186（2番人気）
複勝票数 計 463425 的中 � 92604（1番人気）� 80295（2番人気）� 25905（7番人気）
枠連票数 計 170375 的中 （4－6） 17512（2番人気）
馬連票数 計 699280 的中 �� 65354（1番人気）
馬単票数 計 372121 的中 �� 20808（1番人気）
ワイド票数 計 381676 的中 �� 34726（1番人気）�� 11447（10番人気）�� 8368（16番人気）
3連複票数 計 927880 的中 ��� 23752（7番人気）
3連単票数 計1331055 的中 ��� 10112（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―49．4―1：02．4―1：15．2―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ウルティマミューズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2014．3．1 阪神1着

2011．3．17生 牝3鹿 母 デイトナイト 母母 Bay Magic 5戦2勝 賞金 14，600，000円
〔発走状況〕 テイエムサンビカ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 テイエムサンビカ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムサンビカ号・ヴァレンティーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

12月23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。



3106711月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第7競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

59 ペイシャモンシェリ 牡3鹿 56 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 452－ 21：11．6 5．2�
24 ディープミタカ 牡3栗 56 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 474＋101：12．34 9．0�
713� ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 484－ 2 〃 ハナ 6．7�
510 カシノランナウェイ �4栗 57 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 498± 01：12．4� 33．7�
816� アルティメイト 牝5青鹿55 国分 優作アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 458－ 21：12．5クビ 124．9�
23 マウントフジ 牝6鹿 55

53 △小崎 綾也 	グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム 444＋ 81：12．82 18．2


48 マ チ ル ダ 牝3栗 54 酒井 学萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 464－ 6 〃 ハナ 32．7�
36 デンコウスカイ 牝4鹿 55 	島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 480＋ 21：13．01 131．0�
611 ヤマカツマーフィ �5鹿 57 北村 友一山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 528＋ 4 〃 アタマ 64．4
35 エミネントレコード 牡3鹿 56 幸 英明	G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 502－ 21：13．1クビ 6．1�
612 スズカアルファ 牡4栗 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 482－ 61：13．31
 134．3�
815 スズカブリザード 牡8鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 516＋ 2 〃 ハナ 73．8�
714 タイセイパラゴン 牡3鹿 56

54 △松若 風馬田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 B510－ 21：13．51� 104．1�
11 マッケンジー 牡4芦 57 R．ムーア 林 千枝子氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 520＋141：13．71
 5．5�

（英）

12 エイシンローリン 牝3栗 54 熊沢 重文	栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 446± 01：13．91� 3．5�
（15頭）

47 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 菱田 裕二横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 490＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，415，800円 複勝： 41，145，900円 枠連： 21，826，100円
馬連： 51，422，900円 馬単： 26，659，600円 ワイド： 26，655，800円
3連複： 51，330，600円 3連単： 69，481，400円 計： 313，938，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 320円 � 210円 枠 連（2－5） 2，290円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 660円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 26，800円

票 数

単勝票数 差引計 254158（返還計 60041） 的中 � 38699（2番人気）
複勝票数 差引計 411459（返還計107414） 的中 � 67189（2番人気）� 29083（7番人気）� 52814（3番人気）
枠連票数 差引計 218261（返還計 2172） 的中 （2－5） 7386（12番人気）
馬連票数 差引計 514229（返還計310151） 的中 �� 13395（14番人気）
馬単票数 差引計 266596（返還計153386） 的中 �� 4046（23番人気）
ワイド票数 差引計 266558（返還計165568） 的中 �� 6549（13番人気）�� 10577（7番人気）�� 8078（11番人気）
3連複票数 差引計 513306（返還計597992） 的中 ��� 7687（17番人気）
3連単票数 差引計 694814（返還計817151） 的中 ��� 1879（92番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．0―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャモンシェリ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．14生 牡3鹿 母 ウィズペイシェンス 母母 コンクラーベ 9戦2勝 賞金 21，500，000円
〔競走除外・発走状況〕 モオプナツヨシ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競

走除外。発走時刻6分遅延。
ペイシャモンシェリ号は，枠入り不良。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 モオプナツヨシ号は，平成26年11月24日から平成26年12月23日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ピクニックソング号・ヤマニンブルジョン号
（非抽選馬） 1頭 ミスネバー号
※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。

3106811月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
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
1：19．3
1：19．0

良
良

510 エイシンペペラッツ 牡3栗 56 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 482＋181：20．9 5．4�
612 スナッチマインド 牝3鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋121：21．0� 4．4�
817 ベッラヴォーチェ 牝4鹿 55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 41：21．1クビ 8．6�
59 ダノンルージュ 牝4鹿 55 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 5．6�
713 エーシンマイェスタ 牡4黒鹿57 P．ブドー �栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 538＋121：21．31	 6．3	

（仏）

816 インヴォーク 牝3栗 54 菱田 裕二�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 414－ 2 〃 クビ 59．5

11 ナムラマサシゲ 牡3栗 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 492＋ 61：21．4クビ 70．9�
714 グッドレインボー 牝4鹿 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 482－ 4 〃 クビ 114．1�
12 マラムデール 牝3栗 54

52 △松若 風馬 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 ハナ 8．6
47 エクスパーシヴ 牝4鹿 55 幸 英明前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 482＋ 6 〃 同着 41．1�
24 バトルムーングロウ 牝3栗 54

52 △小崎 綾也宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 488＋10 〃 ハナ 22．5�
48 サ ト ノ ネ ネ 牝4鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458＋121：21．61	 18．5�

（仏）

35 サチノリーダース 牡4青鹿57 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 458＋ 81：21．7クビ 16．0�
23 マイネルフォルス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �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 474＋ 41：21．91
 101．4�
818 ナリタメロディ 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 434＋ 61：22．32
 294．7�
36 イ ロ リ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 458－ 81：22．62 116．6�
611 ジューヴルエール 牡4黒鹿57 W．ビュイック �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B476－ 41：22．7
 47．8�

（英）

715 マダムリシェス 牝3栗 54 田辺 裕信原 �子氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 21：25．3大差 133．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，317，300円 複勝： 61，407，000円 枠連： 27，822，700円
馬連： 98，651，800円 馬単： 47，512，900円 ワイド： 49，956，400円
3連複： 129，832，900円 3連単： 175，462，800円 計： 628，963，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 170円 � 220円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，110円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 383173 的中 � 56202（2番人気）
複勝票数 計 614070 的中 � 61096（6番人気）� 108149（1番人気）� 68679（3番人気）
枠連票数 計 278227 的中 （5－6） 37861（1番人気）
馬連票数 計 986518 的中 �� 52015（2番人気）
馬単票数 計 475129 的中 �� 13964（2番人気）
ワイド票数 計 499564 的中 �� 22705（2番人気）�� 11141（12番人気）�� 18485（5番人気）
3連複票数 計1298329 的中 ��� 30508（5番人気）
3連単票数 計1754628 的中 ��� 9021（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―45．9―57．6―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 ・（4，6）（5，8，18）（13，15）－（9，16）12（1，10）－2（3，14）7，17，11 4 ・（4，6）（5，8，18）（9，13）（16，12）1（10，15）（3，2）（7，14）17，11

勝馬の
紹 介

エイシンペペラッツ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．3．16 阪神8着

2011．3．11生 牡3栗 母 エーシンマイスター 母母 エイシンマッカレン 5戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 ナリタメロディ号の騎手城戸義政は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マダムリシェス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月23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 マンドレイク号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤライン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3106911月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第9競走 ��
��2，000�

さ が の

嵯 峨 野 特 別
発走14時25分 （芝・右）
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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

55 コウエイワンマン 牡3黒鹿55 福永 祐一西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526＋ 22：01．1 7．6�
22 ヤマイチパートナー 牡4栗 57 秋山真一郎坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 492＋ 6 〃 クビ 6．4�
11 � メイショウエゾフジ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 480± 02：01．31	 11．8�
89 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 1．7�
66 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± 02：01．4
 7．4�
33 ランフォージン 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452± 02：01．71� 14．8	
77 トーセンギャラリー 牡5鹿 57 P．ブドー 島川 
哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 32．1�

（仏）

88 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470± 02：02．12
 20．4�
44 フジインザスカイ 牝3鹿 53 松若 風馬藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440－ 42：02．41� 64．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，337，800円 複勝： 93，442，100円 枠連： 17，670，000円
馬連： 95，016，800円 馬単： 65，404，600円 ワイド： 42，080，500円
3連複： 110，618，800円 3連単： 289，090，400円 計： 751，661，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 450円 � 360円 � 630円 枠 連（2－5） 2，480円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，290円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 51，610円

票 数

単勝票数 計 383378 的中 � 39997（4番人気）
複勝票数 計 934421 的中 � 54139（4番人気）� 72465（2番人気）� 36776（6番人気）
枠連票数 計 176700 的中 （2－5） 5517（8番人気）
馬連票数 計 950168 的中 �� 29915（9番人気）
馬単票数 計 654046 的中 �� 9120（17番人気）
ワイド票数 計 420805 的中 �� 15563（9番人気）�� 8219（16番人気）�� 8474（15番人気）
3連複票数 計1106188 的中 ��� 8708（28番人気）
3連単票数 計2890904 的中 ��� 4061（134番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．3―12．2―12．5―12．7―12．4―12．1―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．6―48．8―1：01．3―1：14．0―1：26．4―1：38．5―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウエイワンマン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．6 京都2着

2011．4．10生 牡3黒鹿 母 ジョウテンセレブ 母母 ミヤギミノル 14戦3勝 賞金 40，222，000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。

3107011月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第10競走 ��
��1，900�

はなぞの

花園ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．11．16以降26．11．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

12 サンマルデューク 牡5黒鹿53 岡田 祥嗣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 500－ 21：58．4 311．5�
36 マイネルクロップ 牡4芦 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 492－ 21：58．5� 4．1�
510 グレナディアーズ 牡3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 01：58．6クビ 2．8�
11 スズカヴィグラス 牡5鹿 55 C．ルメール 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B498－ 21：58．91� 35．9�

（仏）

816 ヴォルケンクラッツ 牡3黒鹿53 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528± 01：59．11	 5．5	

35 
 エーシンザヘッド 牡4栗 56 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place
& Partners B472＋ 2 〃 クビ 7．8


611 ダヴィンチバローズ 牡6鹿 54 小牧 太猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 478± 01：59．2クビ 19．3�
48 � マヤノクレド 牡6鹿 53 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B508＋ 61：59．3� 84．0�
24 マヤノオントロジー 牡5黒鹿56 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 502＋ 2 〃 ハナ 24．2
714� ダイヤノゲンセキ �6黒鹿55 太宰 啓介 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 530－ 61：59．51	 35．1�
23 ス ピ ナ ッ チ 牝3黒鹿51 川須 栄彦橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 470＋ 41：59．6� 14．7�
815 ライジングサン 牡6栗 54 義 英真名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 522＋ 21：59．92 236．1�
713 セイカフォルテ 牡6鹿 54 田辺 裕信久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 448＋ 22：00．21� 113．1�
59 ヒラボクビクトリー 牡6鹿 54 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 456± 02：00．73 104．8�
47 メイショウワコン 牡3栗 53 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 498＋ 42：00．91 17．5�
612 ハ ス ラ ー 牡6黒鹿55 W．ビュイック 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 530＋ 82：02．49 26．8�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，515，700円 複勝： 83，699，500円 枠連： 42，804，500円
馬連： 175，512，000円 馬単： 81，844，100円 ワイド： 71，875，000円
3連複： 216，594，200円 3連単： 334，816，300円 計： 1，061，661，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 31，150円 複 勝 � 5，130円 � 150円 � 140円 枠 連（1－3） 4，680円

馬 連 �� 59，190円 馬 単 �� 161，110円

ワ イ ド �� 15，210円 �� 16，550円 �� 270円

3 連 複 ��� 52，600円 3 連 単 ��� 851，720円

票 数

単勝票数 計 545157 的中 � 1400（16番人気）
複勝票数 計 836995 的中 � 2487（16番人気）� 178786（2番人気）� 183894（1番人気）
枠連票数 計 428045 的中 （1－3） 7080（16番人気）
馬連票数 計1755120 的中 �� 2298（73番人気）
馬単票数 計 818441 的中 �� 381（157番人気）
ワイド票数 計 718750 的中 �� 1079（75番人気）�� 991（80番人気）�� 84579（1番人気）
3連複票数 計2165942 的中 ��� 3088（119番人気）
3連単票数 計3348163 的中 ��� 285（1107番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．5―30．2―42．9―55．3―1：07．8―1：20．3―1：33．0―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルデューク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．3 札幌12着

2009．4．3生 牡5黒鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 28戦5勝 賞金 73，657，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 エイコーンパス号・エーシンスピーダー号・オメガスカイツリー号・オーヴァージョイド号・カーティスバローズ号・

キクノソル号・コルージャ号・シュテルングランツ号・ノボリドリーム号・ブルータンザナイト号・
ブロードスター号・ベルウッドテラス号・メイショウイチオシ号

※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。

１レース目 ３レース目



3107111月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，600�第31回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．4
1：30．7
1：31．8

良
良
良

612 ダノンシャーク 牡6鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 444＋ 21：31．5 18．1�
48 フ ィ エ ロ 牡5青鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 ハナ 5．6�
23 グランデッツァ 牡5栗 57 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 498± 01：31．71� 18．6�
713 トーセンラー 牡6黒鹿57 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466＋ 21：31．8	 4．7	
47 エキストラエンド 牡5鹿 57 W．ビュイック �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472＋ 41：31．9� 42．4


（英）

714 グランプリボス 牡6鹿 57 三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518＋ 2 〃 クビ 17．3�
510 ロ ゴ タ イ プ 牡4黒鹿57 C．ルメール 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 496± 01：32．0クビ 13．4�

（仏）

59 ワールドエース 牡5鹿 57 P．ブドー �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：32．1� 5．6
（仏）

36 ダイワマッジョーレ 牡5鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444＋101：32．31
 63．2�
816 タガノグランパ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 0 〃 アタマ 40．8�
24 サダムパテック 牡6鹿 57 田中 勝春大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516± 01：32．51 109．5�
12 エクセラントカーヴ 牝5黒鹿55 R．ムーア 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 422＋ 21：32．6� 99．3�

（英）

815 ミッキーアイル 牡3鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：32．81 4．4�
35 レッドアリオン 牡4鹿 57 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 494＋ 61：32．9� 23．3�
611 ク ラ レ ン ト 牡5栗 57 田辺 裕信前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 506＋121：33．11
 17．0�
817� サンレイレーザー 牡5鹿 57 川田 将雅永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 532＋ 6 〃 アタマ 46．0�
11 ホウライアキコ 牝3鹿 54 和田 竜二小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 454＋141：35．0大差 55．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 548，083，200円 複勝： 611，117，300円 枠連： 501，958，400円 馬連： 2，142，794，700円 馬単： 965，979，200円
ワイド： 708，505，600円 3連複： 2，995，150，400円 3連単： 5，389，816，600円 5重勝： 588，045，200円 計： 14，451，450，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 390円 � 200円 � 600円 枠 連（4－6） 1，970円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 11，460円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 4，320円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 25，760円 3 連 単 ��� 193，290円

5 重 勝
対象競走：京都9R／東京10R／京都10R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー 411，631，640円的中なし

票 数

単勝票数 計5480832 的中 � 242196（8番人気）
複勝票数 計6111173 的中 � 383250（5番人気）� 967926（2番人気）� 230500（9番人気）
枠連票数 計5019584 的中 （4－6） 196753（10番人気）
馬連票数 計21427947 的中 �� 426568（11番人気）
馬単票数 計9659792 的中 �� 63179（44番人気）
ワイド票数 計7085056 的中 �� 161934（8番人気）�� 41272（49番人気）�� 91454（21番人気）
3連複票数 計29951504 的中 ��� 87177（77番人気）
3連単票数 計53898166 的中 ��� 20216（567番人気）
5重勝票数 計5880452 的中なし

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―11．6―11．4―11．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．4―33．7―45．3―56．7―1：08．2―1：19．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシャーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2010．10．2 阪神2着

2008．3．9生 牡6鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali 29戦7勝 賞金 433，674，000円
※出走取消馬 サンライズメジャー号（疾病〔感冒〕のため）
※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。
（非抽選馬） 1頭 サドンストーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3107211月23日 晴 良 （26京都5）第6日 第12競走 ��
��1，400�

ひ ら か た

枚 方 特 別
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

48 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 462＋ 41：24．4 2．6�
611 フミノファルコン 牡4黒鹿57 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 540＋ 61：24．61� 2．9�
815 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 492＋ 6 〃 クビ 17．4�
12 	 サンライズネオ 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478＋ 21：24．91
 12．2�
510 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 454－ 61：25．0
 8．0�

（仏）

713 ソ ラ ニ ー 牡4黒鹿57 R．ムーア 井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 494＋101：25．1クビ 11．4�
（英）

23 ステイウェル 牡4黒鹿57 藤岡 康太 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 494＋ 8 〃 クビ 25．5


47 フレンチトースト 牝5鹿 55 秋山真一郎水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 454＋ 41：25．2クビ 54．8�
36 シゲルケンシン 牡7鹿 57 菱田 裕二森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 476＋ 2 〃 アタマ 121．0�
714 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B520＋ 2 〃 ハナ 40．0
612 スランジバール 牡5鹿 57 P．ブドー �日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480＋ 41：25．3クビ 23．2�

（仏）

24 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健	ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474＋ 41：25．62 39．2�
35 	 メイショウクロシオ 牡6鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 470± 01：25．81� 161．5�
59 	 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 B478－ 21：26．01� 147．7�
11 スズカジョンブル 牡5鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 454－ 41：26．63� 156．3�

（15頭）
816 ゴッドツェッペリン 牡5黒鹿57 北村 友一石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 88，895，800円 複勝： 110，117，700円 枠連： 57，990，400円
馬連： 227，333，900円 馬単： 118，392，500円 ワイド： 104，416，600円
3連複： 287，179，400円 3連単： 536，429，300円 計： 1，530，755，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 310円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 170円 �� 640円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 差引計 888958（返還計 1163） 的中 � 271755（1番人気）
複勝票数 差引計1101177（返還計 2219） 的中 � 294230（1番人気）� 262725（2番人気）� 56353（6番人気）
枠連票数 差引計 579904（返還計 265） 的中 （4－6） 152801（1番人気）
馬連票数 差引計2273339（返還計 15940） 的中 �� 571383（1番人気）
馬単票数 差引計1183925（返還計 8036） 的中 �� 146273（2番人気）
ワイド票数 差引計1044166（返還計 5856） 的中 �� 210565（1番人気）�� 34919（7番人気）�� 31780（9番人気）
3連複票数 差引計2871794（返還計 30484） 的中 ��� 146617（4番人気）
3連単票数 差引計5364293（返還計 50663） 的中 ��� 82746（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―47．9―1：00．2―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ン ポ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．8．5 小倉4着

2010．4．4生 牡4鹿 母 ピ ア ニ ス ト 母母 ミツワイーグル 23戦4勝 賞金 67，659，000円
〔出走取消〕 ゴッドツェッペリン号は，疾病〔右前踏創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メイショウクロシオ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウクロシオ号は，平成26年11月24日から平成26年12月14日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ケルヴィンサイド号・デンコウヒノマル号・ナモンレジェンド号
（非抽選馬） 3頭 カネトシビバーチェ号・メイショウオセアン号・メイショウツバクロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（26京都5）第6日 11月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

374，600，000円
2，080，000円
9，410，000円
6，820，000円
34，690，000円
68，591，500円
5，205，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
967，800，100円
1，346，327，300円
766，443，800円
3，157，401，500円
1，532，276，000円
1，206，199，900円
4，271，880，900円
7，541，360，400円
588，045，200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
5 重 勝
計 21，377，735，100円

総入場人員 40，203名 （有料入場人員 36，762名）
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