
3108311月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第11競走 ��
��1，200�

だ い ご

醍醐ステークス
発走15時45分 （芝・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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：07．9 7．7�
48 ダンスディレクター 牡4鹿 57 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444± 0 〃 アタマ 2．0�
714 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 506＋26 〃 アタマ 15．1�
12 ネ ロ 牡3栗 56 M．バルザローナ 西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 474－ 2 〃 クビ 22．0�

（仏）

713 モズハツコイ 牝3芦 54 菱田 裕二北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 460± 01：08．11	 16．5�
36 ヤ マ ノ レ オ 
4栗 57 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 490－ 61：08．2クビ 28．0	
23 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506＋ 2 〃 アタマ 78．2

47 コナブリュワーズ 牝4黒鹿55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 48．7�
35 トキノゲンジ 牡6鹿 57 小牧 太中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 504－18 〃 ハナ 120．6
611 アットウィル 牡4栗 57 C．ルメール 宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 490± 01：08．3� 4．7�

（仏）

24 � マイネルエテルネル 牡4栗 57 P．ブドー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 480± 0 〃 アタマ 8．4�
（仏）

612 メイショウツガル 牡6鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 480＋141：08．51� 80．0�
510 オレニホレルナヨ 牡5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 508＋ 41：08．6 81．8�
59 テイエムタイホー 牡5栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 488＋ 81：08．7クビ 52．8�
816 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 57 中谷 雄太石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 B506＋ 41：09．44 213．2�
815� シゲルアセロラ 牡5黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

486＋ 21：09．61� 61．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 104，633，100円 複勝： 126，481，600円 枠連： 67，964，600円 馬連： 303，196，000円 馬単： 156，580，300円
ワイド： 122，237，500円 3連複： 381，971，600円 3連単： 733，442，700円 5重勝： 1，149，689，600円 計： 3，146，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 190円 � 110円 � 360円 枠 連（1－4） 680円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，790円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 18，350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 なし����� 1，541，710円

票 数

単勝票数 計1046331 的中 � 107849（3番人気）
複勝票数 計1264816 的中 � 147089（3番人気）� 432320（1番人気）� 58058（6番人気）
枠連票数 計 679646 的中 （1－4） 76946（3番人気）
馬連票数 計3031960 的中 �� 292077（2番人気）
馬単票数 計1565803 的中 �� 58072（6番人気）
ワイド票数 計1222375 的中 �� 100146（2番人気）�� 16064（20番人気）�� 40093（7番人気）
3連複票数 計3819716 的中 ��� 83230（8番人気）
3連単票数 計7334427 的中 ��� 28965（46番人気）
5重勝票数 計11496896 的中 ����� 789

ハロンタイム 12．4―10．8―10．8―10．9―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．0―44．9―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．9
3 14，9（2，15，16）（4，6，10）（1，7）13（8，12）（11，5）3 4 14（2，9）（6，15）（4，16）（1，10）（7，13）8（12，5）（3，11）

勝馬の
紹 介

マコトナワラタナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．15 小倉4着

2009．1．27生 牝5鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 28戦5勝 賞金 122，183，000円
〔制裁〕 シゲルカガ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3108411月24日 晴 良 （26京都5）第7日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

24 エーシンハクリュー 牡4芦 57 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 508＋ 62：13．0 6．4�
36 フロリダパンサー 牡3青鹿55 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B482＋ 22：13．21� 18．8�
510	 エイシンエルヴィン 牡3鹿 55 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 502＋ 42：13．41� 4．2�
11 
 クリールハヤテ 牡5栗 57

55 △松若 風馬横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488± 02：13．5クビ 54．5�
817 リ ノ リ オ 牡3黒鹿55 菱田 裕二�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 494－ 42：13．6� 14．1�
612 ハッピーモーメント 牡4鹿 57 M．バルザローナ 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 2．8


（仏）

23 スノーストーム 牡4栗 57 浜中 俊 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：13．81� 35．0�
48 
 キ ン コ バ ン 牡3栗 55 古川 吉洋熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 486＋ 22：13．9� 122．0�
714 ペンタトニック 牡3栗 55 P．ブドー 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 9．1

（仏）

47 マイネルプレッジ 牡3鹿 55 和田 竜二 �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 428－ 22：14．11 34．8�

816 アラドヴァル 牝5青 55 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 480＋142：14．2� 109．7�
35 マイネルフレスコ 牡3栗 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 472－ 62：14．41 87．8�
611 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿 53

51 △小崎 綾也栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 444＋10 〃 クビ 48．4�
818 バ ト ル ゾ ロ 牡4鹿 57 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 530＋222：15．35 97．3�
713 タカノハーバー 牡4青鹿57 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム B488＋ 4 〃 クビ 40．7�
12 
 リッカシェクル �5鹿 57 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 412＋ 82：15．4 251．0�
715
 テ ナ ン ゴ 牡4芦 57 松山 弘平林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 474－102：17．7大差 227．0�
59 ファーガソン 牡3鹿 55 C．ルメール 林 正道氏 松田 国英 新ひだか 橋本牧場 508＋20 （競走中止） 9．8�

（仏）

（18頭）

売 得 金
単勝： 80，552，100円 複勝： 100，432，700円 枠連： 54，229，400円
馬連： 194，753，700円 馬単： 101，814，700円 ワイド： 94，774，500円
3連複： 254，994，400円 3連単： 450，992，600円 計： 1，332，544，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 410円 � 180円 枠 連（2－3） 4，120円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 530円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 50，390円

票 数

単勝票数 計 805521 的中 � 99807（3番人気）
複勝票数 計1004327 的中 � 124325（3番人気）� 52701（7番人気）� 164992（2番人気）
枠連票数 計 542294 的中 （2－3） 10185（16番人気）
馬連票数 計1947537 的中 �� 27651（17番人気）
馬単票数 計1018147 的中 �� 8939（27番人気）
ワイド票数 計 947745 的中 �� 14293（18番人気）�� 49137（4番人気）�� 15376（15番人気）
3連複票数 計2549944 的中 ��� 25501（21番人気）
3連単票数 計4509926 的中 ��� 6488（139番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．6―12．3―12．5―12．5―12．7―11．8―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．2―36．8―49．1―1：01．6―1：14．1―1：26．8―1：38．6―1：49．9―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．4
1
3

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

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

エーシンハクリュー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．6 京都1着

2010．4．17生 牡4芦 母 エイシンビーナス 母母 ブランシユレイン 8戦2勝 賞金 19，320，000円
〔競走中止〕 ファーガソン号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に激突し，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ファーガソン号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について戒告。

クリールハヤテ号の騎手松若風馬は，後検量に遅れたことについて戒告。
リノリオ号の騎手菱田裕二は，後検量に遅れたことについて戒告。

〔調教再審査〕 ファーガソン号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アグネスミニッツ号・サイモンラムセス号
※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。

５レース目


