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2800110月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第1競走 1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55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

33 ソーディヴァイン 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 510± 01：25．0 1．3�
68 メイショウノボサン 牡2栗 55 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 452＋ 21：25．21� 12．9�
55 カ ラ ク プ ア 牡2黒鹿55 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 61：25．3� 13．6�
812 サクレメジャー 牡2栗 55 岩田 康誠 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋121：26．36 23．6�
67 ヒロブレイブ 牡2鹿 55 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 462＋ 81：26．62 49．5	
22 サカジロチュウオー 牡2鹿 55

52 ▲�島 克駿ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 幾千世牧場 460± 01：26．7クビ 71．9

811 サ ル ド ナ 牝2栗 54 M．デムーロ寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：26．91� 4．2�
11 シゲルサンマ 牡2黒鹿55 酒井 学森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 518－ 61：27．11� 112．9�
56 タガノミシュラン 牡2鹿 55 幸 英明八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－ 2 〃 ハナ 84．3
79 マジックダイオウ 牡2栗 55 和田 竜二�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 466± 01：27．73� 350．5�
44 アイファーエバー 牝2栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 信田牧場 406＋ 41：27．8クビ 506．3�
710 ガ ウ ェ イ ン 牡2鹿 55 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 496－ 6 〃 ハナ 41．2�
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売 得 金
単勝： 29，622，400円 複勝： 115，000，600円 枠連： 12，463，300円
馬連： 48，838，900円 馬単： 36，169，400円 ワイド： 29，221，600円
3連複： 67，750，500円 3連単： 129，622，700円 計： 468，689，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 160円 � 200円 枠 連（3－6） 410円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 220円 �� 380円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 296224 的中 � 175420（1番人気）
複勝票数 計1150006 的中 � 930472（1番人気）� 45699（3番人気）� 29843（4番人気）
枠連票数 計 124633 的中 （3－6） 23557（2番人気）
馬連票数 計 488389 的中 �� 72763（2番人気）
馬単票数 計 361694 的中 �� 49140（2番人気）
ワイド票数 計 292216 的中 �� 40231（2番人気）�� 19220（3番人気）�� 6088（12番人気）
3連複票数 計 677505 的中 ��� 37079（4番人気）
3連単票数 計1296227 的中 ��� 29490（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．9―11．9―12．3―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．0―46．9―59．2―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーディヴァイン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．7．11 中京3着

2013．2．14生 牝2鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 3戦1勝 賞金 8，800，000円

2800210月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25分（番組第3競走を順序変更） （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

55 レヴィンインパクト 牡2鹿 55 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 464± 01：47．8 1．8�
33 ゼンノタヂカラオ 牡2黒鹿55 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 502＋ 41：47．9� 2．5�
44 ディープエクシード 牡2鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 486＋ 41：48．22 6．7�
22 レッドヴェルサス 牡2鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500＋141：48．3� 8．8�
11 クリノセゴビア 牝2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 442＋ 21：48．61� 43．1�
66 デ ィ ト 牡2黒鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 81：49．13 55．0	
88 コスモアモル 牡2栗 55 国分 恭介岡田 繁幸氏 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 492± 01：50．16 245．0

77 ダイシンアレッタ 牡2黒鹿55 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高 中原牧場 440＋ 21：50．41� 105．7�
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売 得 金
単勝： 30，513，000円 複勝： 70，500，900円 枠連： 発売なし
馬連： 48，703，800円 馬単： 37，374，100円 ワイド： 22，859，700円
3連複： 53，994，000円 3連単： 153，616，300円 計： 417，561，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 100円 � 100円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 110円 �� 150円 �� 170円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 640円

票 数

単勝票数 計 305130 的中 � 133890（1番人気）
複勝票数 計 705009 的中 � 429261（1番人気）� 178306（2番人気）� 38620（3番人気）
馬連票数 計 487038 的中 �� 197437（1番人気）
馬単票数 計 373741 的中 �� 95236（1番人気）
ワイド票数 計 228597 的中 �� 67155（1番人気）�� 33718（2番人気）�� 25779（3番人気）
3連複票数 計 539940 的中 ��� 183066（1番人気）
3連単票数 計1536163 的中 ��� 172374（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―12．1―12．7―12．9―12．4―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．5―47．6―1：00．3―1：13．2―1：25．6―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レヴィンインパクト �

父 ディープインパクト �


母父 Nureyev デビュー 2015．9．20 阪神2着

2013．2．7生 牡2鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 2戦1勝 賞金 7，800，000円

第４回 京都競馬 第１日



2800310月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第3競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走10時55分（番組第2競走を順序変更） （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
1：08．0
1：07．8

良
良

46 ジェントルハート 牝2栗 54 M．デムーロ前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋141：08．7 3．7�

47 エスペランサリュウ 牡2鹿 55 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 458－121：09．02 12．4�
22 カノヤパリティ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 444－ 21：09．1� 5．2�
35 ノ ア ビ ジ ン 牝2鹿 54 岩田 康誠野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 446± 01：09．2� 3．4�
34 クロスアンジュ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：09．3� 41．5�
58 エイシンミント 牝2鹿 54 武 豊	栄進堂 今野 貞一 新ひだか 築紫 洋 436＋ 21：09．51� 4．2

11 サウンドオブビット 牡2鹿 55 和田 竜二馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 大北牧場 432－ 4 〃 クビ 100．0�
23 ク ラ ッ プ ス 牡2黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 458－ 21：09．6� 84．8�
713 メイショウダイウン 牡2青鹿55 松田 大作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 474－ 21：09．7クビ 104．2
59 ナ イ ス ワ ン 牡2栗 55 藤岡 康太田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 432－ 2 〃 クビ 173．2�
814 オーミポルカ 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 460± 01：09．8� 17．5�
610 タガノカイリ 牡2芦 55 菱田 裕二八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 21：10．01� 107．8�
611 テ ィ ノ 牝2黒鹿54 川須 栄彦 	ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 388－ 2 〃 クビ 24．5�
712 ビップピュアハート 牝2栗 54

52 △義 英真鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 416－ 21：10．53 212．4�
815 ホッコーパフューム 牝2鹿 54 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480± 01：10．6� 121．3�
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売 得 金
単勝： 21，588，600円 複勝： 38，916，400円 枠連： 12，951，600円
馬連： 52，067，800円 馬単： 30，441，400円 ワイド： 31，227，500円
3連複： 76，593，500円 3連単： 102，339，700円 計： 366，126，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 310円 � 180円 枠 連（4－4） 2，370円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 760円 �� 440円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 17，640円

票 数

単勝票数 計 215886 的中 � 46573（2番人気）
複勝票数 計 389164 的中 � 84197（2番人気）� 25131（5番人気）� 55300（4番人気）
枠連票数 計 129516 的中 （4－4） 4231（9番人気）
馬連票数 計 520678 的中 �� 17157（8番人気）
馬単票数 計 304414 的中 �� 6028（14番人気）
ワイド票数 計 312275 的中 �� 10330（8番人気）�� 19279（5番人気）�� 6858（12番人気）
3連複票数 計 765935 的中 ��� 14273（13番人気）
3連単票数 計1023397 的中 ��� 4206（55番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．2―11．4―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．5―45．9―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．2
3 5（2，6）7（4，3，14）（8，9，15）11，13，10（1，12） 4 5，6，2，7（4，14）（3，9，15）8，11，13－10，12，1

勝馬の
紹 介

ジェントルハート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．6．21 阪神5着

2013．2．19生 牝2栗 母 レスレクシオン 母母 Choice Claim 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 クロスアンジュ号の騎手加藤祥太は，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70，000円。（被害馬：8番）

2800410月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時25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

24 オーマイガイ 牡2栗 55
54 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 432 ―1：25．2 9．9�

23 キクノレジェ 牡2鹿 55 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 野島牧場 470 ―1：25．73 38．6�
11 ダンツエンペラー 牡2鹿 55 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：25．8クビ 36．5�
510� エリシェヴァ 牝2鹿 54 川田 将雅前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 474 ―1：26．01� 4．5�
612� ロケットビーン 牡2鹿 55 M．デムーロ吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 532 ―1：26．85 1．7�
12 クリスタルキャノン 牝2芦 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：26．9� 168．5�
36 ベルウッドエフディ 牡2黒鹿55 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 448 ―1：27．21� 33．1	
47 エエカゲンニセイジ 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか グランド牧場 470 ―1：27．41� 82．9

59 トリプライト 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452 ―1：27．5クビ 21．9�
815 シゲルノコギリザメ 牡2黒鹿 55

53 △義 英真森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー
クスタツド 480 ―1：27．6� 148．8

35 セイシュプリーム 牝2鹿 54 藤岡 康太金田 成基氏 服部 利之 浦河 伏木田牧場 444 ―1：27．81 58．0�
816 ウォーターバオバブ 牡2栗 55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 474 ―1：27．9� 20．4�
713 ショウナンカイドウ 牡2栗 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 520 ―1：28．75 8．5�
48 モズジュピター 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太 �キャピタル・システム 牧田 和弥 日高 目黒牧場 434 ― 〃 ハナ 283．1�
714 タケノヒゴノオー 牡2黒鹿55 福永 祐一竹原 孝昭氏 作田 誠二 新ひだか 山田牧場 498 ―1：29．02 145．0�
611 ピエナダンディー 牡2黒鹿55 武 豊本谷 兼三氏 浜田多実雄 日高 藤本 友則 484 ―1：29．53 57．0�
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売 得 金
単勝： 26，124，300円 複勝： 33，248，100円 枠連： 14，162，600円
馬連： 43，424，800円 馬単： 28，971，000円 ワイド： 27，440，800円
3連複： 55，970，600円 3連単： 81，489，000円 計： 310，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 440円 � 840円 � 870円 枠 連（2－2） 13，610円

馬 連 �� 14，960円 馬 単 �� 29，040円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 3，500円 �� 6，030円

3 連 複 ��� 61，550円 3 連 単 ��� 388，680円

票 数

単勝票数 計 261243 的中 � 20933（4番人気）
複勝票数 計 332481 的中 � 21330（4番人気）� 10174（8番人気）� 9757（9番人気）
枠連票数 計 141626 的中 （2－2） 806（26番人気）
馬連票数 計 434248 的中 �� 2249（32番人気）
馬単票数 計 289710 的中 �� 748（60番人気）
ワイド票数 計 274408 的中 �� 2125（28番人気）�� 2026（29番人気）�� 1167（48番人気）
3連複票数 計 559706 的中 ��� 682（121番人気）
3連単票数 計 814890 的中 ��� 152（648番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．0―12．1―12．5―12．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．5―47．6―1：00．1―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーマイガイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2013．3．22生 牡2栗 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エルフィンコーブ号・エーティーチャンプ号・グランジュテ号・グランパルファン号・サンマルドライヴ号・

シンゼンスタチュー号・タガノアクセント号・ロングブリオ号



2800510月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第5競走 1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

牝，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
1：32．3
1：32．3

良
良

610 シンハライト 牝2黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430 ―1：36．3 2．4�
712 オウケンビリーヴ 牝2芦 54 岩田 康誠福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470 ―1：36．51� 4．7�
46 リボンフラワー 牝2芦 54 C．ルメール 池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：36．81� 3．8�
23 アリアカンタービレ 牝2青鹿54 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 426 ―1：36．9� 11．3�
35 ラフェデビジュー 牝2芦 54 福永 祐一飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 506 ― 〃 クビ 11．9	
814 グランドウイズダム 牝2鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440 ―1：37．0クビ 292．5

611 ロ ビ ー ナ 牝2青鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ― 〃 クビ 136．2�
34 ジ ェ ミ ナ 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 436 ―1：37．1クビ 8．1�
59 オーミパドドゥ 牝2栗 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 470 ―1：37．2� 117．3
815 セ ミ ラ ミ ス 牝2青鹿54 松山 弘平前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424 ― 〃 クビ 69．7�
58 ラ ブ リ エ 牝2栗 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 418 ―1：37．41� 53．2�
47 ミヤビキラリ 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 高橋 修 458 ―1：37．5� 79．1�
11 チケットトゥヘブン 牝2鹿 54

52 △城戸 義政松岡 研司氏 作田 誠二 日高 宝寄山 忠則 446 ―1：37．71� 160．8�
713 メイショウカザネ 牝2鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 岡部牧場 400 ―1：38．12� 285．4�
22 マジカルスマイル 牝2鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―1：39．37 161．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，828，500円 複勝： 36，885，500円 枠連： 12，550，300円
馬連： 49，698，800円 馬単： 31，801，200円 ワイド： 28，174，800円
3連複： 62，111，500円 3連単： 92，796，800円 計： 344，847，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 200円 �� 220円 �� 340円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 308285 的中 � 100275（1番人気）
複勝票数 計 368855 的中 � 90165（1番人気）� 56568（3番人気）� 85101（2番人気）
枠連票数 計 125503 的中 （6－7） 16264（2番人気）
馬連票数 計 496988 的中 �� 66996（2番人気）
馬単票数 計 318012 的中 �� 32709（1番人気）
ワイド票数 計 281748 的中 �� 39707（1番人気）�� 32589（2番人気）�� 18251（3番人気）
3連複票数 計 621115 的中 ��� 69154（1番人気）
3連単票数 計 927968 的中 ��� 24868（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．8―12．7―12．7―12．6―11．4―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―35．9―48．6―1：01．3―1：13．9―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 7，14（5，3，10）（1，6，12）（8，9，15）（13，11）4－2 4 7，14（5，3，10）12（1，6）（8，15，11）9（13，4）－2

勝馬の
紹 介

シンハライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel 初出走

2013．4．11生 牝2黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2800610月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

44 オンワードバース 牡3鹿 55 幸 英明樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 452＋ 61：52．5 22．0�
79 � メジャーシップ 牡4鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 500＋ 2 〃 クビ 12．4�
11 エイシンナセル 牡3鹿 55 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 480＋ 61：52．6クビ 8．7�
22 タ マ モ リ ド 牝4黒鹿55 太宰 啓介タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 492＋12 〃 ハナ 5．8�
33 タイムアラウド 牡5鹿 57 古川 吉洋 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：53．23� 45．3	
55 マルカロゼッタ 牡4栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508＋ 81：53．3� 47．1

710 マッシヴランナー 牡3黒鹿55 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 508＋ 2 〃 ハナ 6．0�
67 サダムダイジョウブ 牡5青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 81：53．4� 9．9�
811 スマートガイア 牡3鹿 55 武 豊大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：53．72 4．7
812 タイキオールブルー 牡3青鹿55 岩田 康誠�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 434－ 61：54．02 46．6�
56 リ ノ サ ン ス 牡3栗 55 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 452－241：54．63� 79．1�
68 サトノメダリスト 牡3黒鹿55 M．デムーロ里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 520＋ 62：06．8大差 3．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，899，700円 複勝： 40，589，500円 枠連： 14，167，500円
馬連： 54，387，300円 馬単： 30，331，800円 ワイド： 33，841，900円
3連複： 74，975，200円 3連単： 98，253，500円 計： 372，446，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 520円 � 290円 � 270円 枠 連（4－7） 5，480円

馬 連 �� 7，870円 馬 単 �� 17，910円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 1，990円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 20，500円 3 連 単 ��� 158，290円

票 数

単勝票数 計 258997 的中 � 9415（8番人気）
複勝票数 計 405895 的中 � 18403（8番人気）� 37471（7番人気）� 41288（4番人気）
枠連票数 計 141675 的中 （4－7） 2000（17番人気）
馬連票数 計 543873 的中 �� 5351（30番人気）
馬単票数 計 303318 的中 �� 1270（62番人気）
ワイド票数 計 338419 的中 �� 3774（29番人気）�� 4371（25番人気）�� 5409（22番人気）
3連複票数 計 749752 的中 ��� 2742（72番人気）
3連単票数 計 982535 的中 ��� 450（504番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．2―12．9―12．8―12．3―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．5―50．4―1：03．2―1：15．5―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
2，9（1，10）7（4，12）8，3，11，5－6・（2，9）（1，10）7，11，4（12，8）3，5－6

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

勝馬の
紹 介

オンワードバース �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．11．8 京都2着

2012．4．21生 牡3鹿 母 オンワードマルタ 母母 オンワードナレル 12戦2勝 賞金 18，070，000円
〔制裁〕 マルカロゼッタ号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 サトノメダリスト号は，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。
〔その他〕 サトノメダリスト号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※リノサンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2800710月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

611 シ ン ダ ー ズ 牝3青鹿53 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 21：24．5 7．5�

12 � ライブリヘイロー 牝5鹿 55 水口 優也加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 468＋ 11：25．03 164．5�
47 ビーチパラソル 牝3芦 53

50 ▲�島 克駿谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 484＋14 〃 ハナ 5．9�
612 サンマルアリュール 牝3栗 53 武 豊相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 516＋ 6 〃 クビ 20．6�
714 メイショウルンバ 牝4栗 55 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 484－ 21：25．1クビ 37．1�
24 ベルディーヴァ 牝3栗 53 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 17．0	
48 アンスタンフィール 牝5鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 476－ 8 〃 ハナ 104．5

35 ノボリレジェンド 牝4鹿 55 川田 将雅原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450－ 41：25．2クビ 2．5�
23 コマノサラサ 牝3栗 53 藤岡 康太長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 470＋161：25．41 74．3�
59 アローシルバー 牝3栗 53 幸 英明佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 480＋201：25．5� 41．5
36 アイムユアドリーム 牝4栗 55 菱田 裕二ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 450－ 61：26．24 9．1�
713 ウインバニラスカイ 牝3芦 53 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 466＋ 41：26．73 115．8�
815 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿53 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444± 01：26．8� 5．2�
510 コリャコリャ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 482＋ 21：27．22� 128．6�
11 マ ナ オ ラ ナ 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426－121：27．3� 23．0�
816 カレンコティヤール 牝4栗 55 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 490＋301：28．57 63．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，945，900円 複勝： 51，202，200円 枠連： 17，738，600円
馬連： 71，968，600円 馬単： 35，105，800円 ワイド： 43，029，300円
3連複： 100，945，100円 3連単： 123，876，700円 計： 476，812，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 5，960円 � 230円 枠 連（1－6） 4，450円

馬 連 �� 100，310円 馬 単 �� 116，500円

ワ イ ド �� 24，890円 �� 820円 �� 21，180円

3 連 複 ��� 228，030円 3 連 単 ��� 1，181，710円

票 数

単勝票数 計 329459 的中 � 34745（4番人気）
複勝票数 計 512022 的中 � 65353（4番人気）� 1717（16番人気）� 66106（3番人気）
枠連票数 計 177386 的中 （1－6） 3084（15番人気）
馬連票数 計 719686 的中 �� 556（91番人気）
馬単票数 計 351058 的中 �� 226（152番人気）
ワイド票数 計 430293 的中 �� 432（93番人気）�� 14330（7番人気）�� 508（89番人気）
3連複票数 計1009451 的中 ��� 332（281番人気）
3連単票数 計1238767 的中 ��� 76（1500番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．2―12．5―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．0―46．2―58．7―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ン ダ ー ズ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．1．24 京都1着

2012．2．12生 牝3青鹿 母 キュームレイト 母母 Honoria 4戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 コマノサラサ号の騎手藤岡康太は，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10，000円。（被害馬：10番・15

番）

2800810月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

44 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿55 C．ルメール �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 468＋ 61：59．8 2．3�
68 ピースオブジャパン 牡3栗 55 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B482＋ 61：59．9� 16．4�
56 フローレスダンサー 牝3鹿 53 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 484＋ 82：00．0� 8．0�
11 オ デ ッ タ 牝3黒鹿53 M．デムーロ近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 460＋12 〃 クビ 5．6�
55 ミッキータイガー 牡5鹿 57

54 ▲�島 克駿野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：00．21	 75．3�
811 アドマイヤロワ 牡3鹿 55 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470－ 62：00．41	 15．6	
812 レッドクラーケン 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太 
東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 500－10 〃 クビ 37．5�
22 
 グラブザフラッグ �3栗 55 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 482＋ 2 〃 クビ 15．5�
710 ピエールドリュヌ 牝4黒鹿 55

54 ☆松若 風馬 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 474± 02：00．61	 19．9

67 ク レ ス ト 牡3青鹿55 松山 弘平前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496＋ 22：00．81	 5．2�

79 テイエムクロタカ 牡3青鹿55 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 468＋ 62：01．01	 122．1�
33 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿53 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 42：05．6大差 20．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，445，300円 複勝： 44，284，100円 枠連： 16，107，400円
馬連： 69，483，400円 馬単： 36，352，800円 ワイド： 39，429，900円
3連複： 91，013，100円 3連単： 140，880，600円 計： 467，996，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 290円 � 210円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 620円 �� 380円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 17，060円

票 数

単勝票数 計 304453 的中 � 103586（1番人気）
複勝票数 計 442841 的中 � 133639（1番人気）� 28640（5番人気）� 47191（4番人気）
枠連票数 計 161074 的中 （4－6） 24739（1番人気）
馬連票数 計 694834 的中 �� 26488（6番人気）
馬単票数 計 363528 的中 �� 9403（9番人気）
ワイド票数 計 394299 的中 �� 16085（4番人気）�� 29054（3番人気）�� 6896（18番人気）
3連複票数 計 910131 的中 ��� 19472（10番人気）
3連単票数 計1408806 的中 ��� 5986（44番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．1―12．8―12．7―12．0―11．6―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―36．5―49．3―1：02．0―1：14．0―1：25．6―1：37．1―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェネラルゴジップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．9．14 阪神4着

2012．4．20生 牡3青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 11戦2勝 賞金 22，750，000円
〔制裁〕 シゲルシチフクジン号の調教師柴田政見は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金100，000円。
〔その他〕 シゲルシチフクジン号は，競走中に同馬の鞍が変位したため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2800910月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第9競走 ��1，800�
あ た ご

愛 宕 特 別
発走14時25分 （ダート・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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

510 テイエムグンカン 牡3栗 55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 506＋ 41：51．0 15．9�
713 ヒデノインペリアル 牡3栗 55 武 豊大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 498＋ 4 〃 クビ 14．3�
612 アドマイヤランディ 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514－ 21：51．1� 7．1�
35 スズカルパン 牡6鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466－ 21：51．2� 21．7�
23 スワーヴカイザー 牡4青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 544－ 4 〃 クビ 3．5�
36 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 510－ 21：51．3クビ 3．7	
12 パフュームボム 牝4鹿 55 国分 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480＋ 81：51．51� 133．3

816 トップディーヴォ 牡3鹿 55 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 480± 01：51．6� 7．8�
611 トウケイウイン 牡5黒鹿57 太宰 啓介木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 448± 01：51．7� 48．4
47 ナンヨーマーク 牡4青鹿57 M．デムーロ中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 520＋ 61：52．01� 21．7�
815 ヨヨギマック 牡4栗 57 川田 将雅一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 494－10 〃 ハナ 10．0�
48 	 ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿57 幸 英明山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 468＋ 81：52．1クビ 91．0�
714 サンデーウィザード 牡3鹿 55 松若 風馬巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：52．42 24．9�
11 ラブミークン 牡3栗 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 482± 0 〃 ハナ 91．5�
24 デンコウリキ 牡5黒鹿57 義 英真田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 512＋ 41：53．03� 204．2�
59 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿57 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 21：53．95 80．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，427，700円 複勝： 63，752，300円 枠連： 28，145，400円
馬連： 109，176，100円 馬単： 47，219，000円 ワイド： 54，468，200円
3連複： 143，302，100円 3連単： 187，601，400円 計： 671，092，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 580円 � 480円 � 300円 枠 連（5－7） 6，920円

馬 連 �� 11，250円 馬 単 �� 20，670円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 3，080円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 33，960円 3 連 単 ��� 193，740円

票 数

単勝票数 計 374277 的中 � 18807（7番人気）
複勝票数 計 637523 的中 � 27360（8番人気）� 33892（7番人気）� 60893（3番人気）
枠連票数 計 281454 的中 （5－7） 3150（21番人気）
馬連票数 計1091761 的中 �� 7519（35番人気）
馬単票数 計 472190 的中 �� 1713（64番人気）
ワイド票数 計 544682 的中 �� 3786（37番人気）�� 4537（30番人気）�� 7907（19番人気）
3連複票数 計1433021 的中 ��� 3164（101番人気）
3連単票数 計1876014 的中 ��� 702（577番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―12．2―11．8―12．0―12．2―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．1―49．3―1：01．1―1：13．1―1：25．3―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．9
1
3

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

・（10，7）13，3，6，5（2，15）（12，16）（1，14）4（9，11）8・（10，13）＝6，7，5（3，16）15（2，14）12，11，1，8（9，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムグンカン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Private Account デビュー 2014．10．18 京都4着

2012．3．19生 牡3栗 母 ケージービューティ 母母 Maplejinsky 6戦3勝 賞金 28，671，000円
※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 ゴダール号

2801010月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第10競走 ��1，400�
く た

久 多 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，26．10．11以降27．10．4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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

715 ベッラヴォーチェ 牝5鹿 54 福永 祐一 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 456＋ 21：20．4 17．7�

11 レッドカーラ 牝3黒鹿51 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430＋ 6 〃 クビ 14．3�
714 セトノフラッパー 牝5栗 53 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 17．9�
35 ムーンエクスプレス 牝3鹿 53 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 416＋ 21：20．5クビ 7．8�
12 タガノリバレンス 牡6鹿 54 小牧 太八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋14 〃 クビ 75．9�
23 ブ リ ク ス ト 牡3黒鹿54 C．ルメール 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482＋10 〃 ハナ 6．2

510 アサクサティアラ 牝5青鹿54 M．デムーロ田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454＋ 61：20．71 4．2�
713 アドマイヤゴッド 牡3鹿 53 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490－ 2 〃 クビ 10．1�
47 ウインスプラッシュ 牡4鹿 55 中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 504－ 2 〃 クビ 75．4
24 エイシンペペラッツ 牡4栗 57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 472＋ 41：20．8クビ 3．9�
817 プリンシペアスール 牡6鹿 53 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 49．3�
48 フェブノヘア 牝4栗 54 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 460＋ 41：20．9� 59．4�
816 スノーエンジェル 牝3芦 52 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 460＋14 〃 クビ 33．0�
36 エクスクライム 牡6栗 53 加藤 祥太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 456＋10 〃 ハナ 244．8�
818 プラチナテーラー 牝5鹿 52 �島 克駿中西 浩一氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 478－121：21．0� 79．7�
59 アポロパレス 牝6鹿 50 松若 風馬小林 量氏 西村 真幸 浦河 笹島 政信 482－ 21：21．1クビ 142．9�
612 ダノングラシアス 牝3黒鹿52 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 500＋ 61：21．2� 17．5�
611 ス ザ ク 牡4鹿 55 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 502－101：21．41� 53．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，368，200円 複勝： 74，714，300円 枠連： 38，970，000円
馬連： 138，937，700円 馬単： 61，153，600円 ワイド： 70，996，000円
3連複： 195，387，400円 3連単： 264，092，000円 計： 890，619，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 630円 � 540円 � 520円 枠 連（1－7） 3，410円

馬 連 �� 14，270円 馬 単 �� 29，040円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 3，100円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 61，030円 3 連 単 ��� 497，310円

票 数

単勝票数 計 463682 的中 � 20925（8番人気）
複勝票数 計 747143 的中 � 30737（9番人気）� 36508（8番人気）� 38643（7番人気）
枠連票数 計 389700 的中 （1－7） 8833（16番人気）
馬連票数 計1389377 的中 �� 7542（46番人気）
馬単票数 計 611536 的中 �� 1579（91番人気）
ワイド票数 計 709960 的中 �� 3904（49番人気）�� 5919（33番人気）�� 5485（37番人気）
3連複票数 計1953874 的中 ��� 2401（169番人気）
3連単票数 計2640920 的中 ��� 385（1233番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．7―11．5―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．3―57．8―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．1
3 7，16（5，14）（1，8，13，10）18（2，4，9）15，3，12－（6，17）11 4 7（16，10）（5，14）（1，8，13）（4，18）（2，9）（3，15）12，6，17，11

勝馬の
紹 介

ベッラヴォーチェ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Diktat デビュー 2013．2．3 京都6着

2010．4．8生 牝5鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 14戦3勝 賞金 57，443，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 タガノリバレンス号の騎手小牧太は，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50，000円。（被害馬：8番）
※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 ラーストチカ号
（非抽選馬） 1頭 スズカキングダム号



2801110月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第11競走 ��1，800�
へいじょうきょう

平城京ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．10．11以降27．10．4まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

68 イースターパレード �6栗 57 幸 英明�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 514± 01：50．9 3．8�
22 � ヒルノデイバロー 牡4黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B514± 01：51．11 8．1�
44 セイスコーピオン 牡5栗 55 藤岡 康太金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 486－ 61：51．31� 13．7�
55 エクストラゴールド 牡4栗 55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 532± 01：51．4� 5．3�
79 ハギノタイクーン 牡6鹿 55 C．ルメール 日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 534＋ 2 〃 クビ 12．3�
67 マヤノオントロジー 牡6黒鹿55 小牧 太田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 500＋101：51．5� 56．2	
812 トウショウギフト 牡6鹿 53 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 530－ 6 〃 アタマ 144．9

33 マイネルオフィール 牡3鹿 53 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B482＋ 61：51．71 9．4�
11 カラパナビーチ 牡3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 542＋101：52．87 6．2�
710 マ ノ ワ ー ル 牡5鹿 55 武 豊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452± 01：53．01	 5．3
56 ケルヴィンサイド 牡4鹿 53 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 11：53．95 29．5�
811 アテンファースト 牡5栗 54 池添 謙一玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 484－ 21：54．0� 68．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，031，900円 複勝： 97，490，900円 枠連： 43，922，900円
馬連： 241，033，000円 馬単： 104，155，900円 ワイド： 96，563，900円
3連複： 324，232，600円 3連単： 514，385，800円 計： 1，480，816，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 260円 � 270円 枠 連（2－6） 2，090円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 740円 �� 840円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 36，210円

票 数

単勝票数 計 590319 的中 � 122104（1番人気）
複勝票数 計 974909 的中 � 193397（1番人気）� 88900（5番人気）� 81902（6番人気）
枠連票数 計 439229 的中 （2－6） 16215（10番人気）
馬連票数 計2410330 的中 �� 96690（6番人気）
馬単票数 計1041559 的中 �� 24786（11番人気）
ワイド票数 計 965639 的中 �� 34543（6番人気）�� 30055（10番人気）�� 13514（27番人気）
3連複票数 計3242326 的中 ��� 29244（35番人気）
3連単票数 計5143858 的中 ��� 10299（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．6―47．7―1：00．0―1：12．7―1：25．1―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イースターパレード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．9．3 札幌8着

2009．1．27生 �6栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter 26戦5勝 賞金 90，165，000円

2801210月10日 曇 良 （27京都4）第1日 第12競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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

611 ハニードント 牝4栗 55 武 豊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 458－ 41：11．3 4．1�
24 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 508＋ 21：11．72� 2．6�
59 � ブロンズテーラー 牝4青鹿55 太宰 啓介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：12．01� 143．0�
713 コ ラ ン ダ ム �6栗 57 川須 栄彦山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 490－ 2 〃 ハナ 20．0�
714 アスターペニー 牝3鹿 53

51 △義 英真加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 454－141：12．31� 85．1�
11 ミキノグランプリ 牡4栗 57 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 468＋ 61：12．4� 11．6	
48 トウカイインパルス 牡5青鹿57 菱田 裕二内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 526± 01：12．61� 102．6

36 ビバハイタッチ 牡4栗 57 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 484＋ 21：12．81� 82．8�
47 テイエムシャンパン 牡3芦 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 476＋ 61：12．9クビ 13．8�
612 ワンダーヴィーヴァ 牡5青鹿57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 548－ 41：13．0� 8．8
35 キクノブレイン 牡5黒鹿57 藤岡 康太菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 488＋ 6 〃 アタマ 55．8�
12 ベーリングメファ 牝3栗 53 四位 洋文手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 442＋ 21：13．1� 30．3�
510 リーサルストライク 牡3鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512± 01：13．2クビ 8．5�
23 パドパピヨン 牝3鹿 53

50 ▲	島 克駿 �社台レースホース	島 一歩 千歳 社台ファーム 434＋ 21：13．41� 134．3�
816 カシノヒカル 牡4鹿 57 松田 大作柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 478± 01：14．03� 205．3�
815 テイエムチカラ 牡5栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 510＋121：14．85 11．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，588，100円 複勝： 62，927，700円 枠連： 32，077，000円
馬連： 155，644，800円 馬単： 60，428，300円 ワイド： 67，787，100円
3連複： 176，016，100円 3連単： 258，315，100円 計： 857，784，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 1，600円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 260円 �� 5，260円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 19，750円 3 連 単 ��� 75，240円

票 数

単勝票数 計 445881 的中 � 85168（2番人気）
複勝票数 計 629277 的中 � 112639（2番人気）� 153630（1番人気）� 6226（15番人気）
枠連票数 計 320770 的中 （2－6） 51752（1番人気）
馬連票数 計1556448 的中 �� 205188（1番人気）
馬単票数 計 604283 的中 �� 39735（2番人気）
ワイド票数 計 677871 的中 �� 80699（1番人気）�� 2943（50番人気）�� 3300（46番人気）
3連複票数 計1760161 的中 ��� 6682（60番人気）
3連単票数 計2583151 的中 ��� 2489（229番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．7―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス 29戦3勝 賞金 40，252，000円
〔制裁〕 パドパピヨン号の騎手	島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・13番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 アキトプラズマ号・エターナルスカイ号・リノサンス号



（27京都4）第1日 10月10日（土曜日） 曇 馬場 （芝A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

204，270，000円
11，910，000円
1，530，000円
18，460，000円
67，455，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
415，383，600円
729，512，500円
243，256，600円
1，083，365，000円
539，504，300円
545，040，700円
1，422，291，700円
2，147，269，600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 7，125，624，000円

総入場人員 15，904名 （有料入場人員 14，575名）
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