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2802510月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第1競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

55 シゲルクロマグロ 牡2黒鹿55 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 522± 01：13．5 14．7�
44 デピュティスカイ 牡2鹿 55 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 484＋ 4 〃 クビ 4．3�
56 シゲルオキサワラ 牡2鹿 55

53 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 450＋ 6 〃 ハナ 85．7�
812 コージェント 牡2鹿 55 C．ルメール 水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 518＋201：13．6� 2．2�
11 サ ラ マ ン カ 牝2黒鹿54 池添 謙一 P.S．スライ氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 6 〃 ハナ 7．4�
811 シゲルムロアジ 牡2青鹿55 国分 優作森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 488＋ 21：13．7	 8．6�
68 アローフロスト 牡2栗 55 酒井 学村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 452± 01：14．76 34．5	
710 グロースハック 牡2栗 55

52 ▲
島 克駿小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 426＋ 81：15．23 28．5

67 シゲルクロメバル 牡2黒鹿55 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 432＋ 21：15．62	 17．9�
79 クリノマルボルク 牡2青鹿55 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 440± 01：15．7� 9．9�
33 フレアグラス 牝2青鹿54 菱田 裕二島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 502＋ 81：15．91	 105．2�
22 ゴ ー ル ド 牡2栗 55 
島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 452＋ 41：16．43 101．1�
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売 得 金
単勝： 21，517，500円 複勝： 29，979，200円 枠連： 11，693，100円
馬連： 45，652，400円 馬単： 27，910，100円 ワイド： 30，512，900円
3連複： 70，854，200円 3連単： 107，668，500円 計： 345，787，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 340円 � 180円 � 1，290円 枠 連（4－5） 2，490円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，170円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 46，650円 3 連 単 ��� 321，230円

票 数

単勝票数 計 215175 的中 � 11690（6番人気）
複勝票数 計 299792 的中 � 21969（6番人気）� 57116（2番人気）� 4740（10番人気）
枠連票数 計 116931 的中 （4－5） 3638（9番人気）
馬連票数 計 456524 的中 �� 10706（14番人気）
馬単票数 計 279101 的中 �� 2157（34番人気）
ワイド票数 計 305129 的中 �� 7867（13番人気）�� 2429（34番人気）�� 3522（25番人気）
3連複票数 計 708542 的中 ��� 1139（101番人気）
3連単票数 計1076685 的中 ��� 243（604番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．8―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルクロマグロ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．8．15 小倉5着

2013．3．23生 牡2黒鹿 母 エ ガ オ ヨ シ 母母 ベルベットスマイル 3戦1勝 賞金 6，200，000円

2802610月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・右）

牝，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 フィーユダムール 牝2鹿 54 菱田 裕二窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 440＋ 21：35．0 40．7�
611 クリノラホール 牝2芦 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 448＋ 2 〃 クビ 26．3�
36 フローレススカイ 牝2芦 54 川島 信二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 462＋ 81：35．74 239．2�
47 ジュエルメッセージ 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 2 〃 ハナ 60．0�
23 ヤマカツサファイヤ 牝2青鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 482－101：35．91 39．7�
12 ベルフラワー 牝2青鹿54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 6 〃 クビ 25．1	
59 フライングレディ 牝2黒鹿54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 ハナ 2．7

815 トーホウカンナ 牝2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 416－ 2 〃 クビ 27．5�

713 シンシアズブレス 牝2黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：36．0クビ 3．8
817 アルマレイモミ 牝2鹿 54 国分 優作コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 444－ 2 〃 クビ 47．3�
11 シ ガ リ ロ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 安達 昭夫 日高 白井牧場 460＋101：36．1� 93．0�
612 エイシンディクティ 牝2鹿 54 川田 将雅平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 466＋ 61：36．31� 14．6�
24 テイエムアカトンボ 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム
牧場株式会社 442＋ 41：36．4� 341．6�

816 ブルーオリエント 牝2鹿 54 岩田 康誠桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 456－ 2 〃 クビ 11．2�
714 ペイザージュ 牝2栗 54 M．デムーロ落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 B474＋101：36．5� 13．3�
510 フ ラ ッ ク ス 牝2栗 54 岡田 祥嗣山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 410－141：36．6� 505．1�
35 ショウナンマシェリ 牝2鹿 54 C．ルメール�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456－ 21：36．81� 5．9�
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売 得 金
単勝： 28，225，600円 複勝： 39，738，700円 枠連： 16，155，900円
馬連： 58，727，000円 馬単： 27，845，900円 ワイド： 34，788，900円
3連複： 83，701，800円 3連単： 103，642，800円 計： 392，826，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，070円 複 勝 � 790円 � 560円 � 3，970円 枠 連（4－6） 6，630円

馬 連 �� 23，680円 馬 単 �� 46，300円

ワ イ ド �� 4，910円 �� 34，800円 �� 31，060円

3 連 複 ��� 713，360円 3 連 単 ��� 3，415，500円

票 数

単勝票数 計 282256 的中 � 5535（11番人気）
複勝票数 計 397387 的中 � 13566（10番人気）� 19778（7番人気）� 2474（15番人気）
枠連票数 計 161559 的中 （4－6） 1886（19番人気）
馬連票数 計 587270 的中 �� 1922（57番人気）
馬単票数 計 278459 的中 �� 451（113番人気）
ワイド票数 計 347889 的中 �� 1845（44番人気）�� 257（105番人気）�� 288（101番人気）
3連複票数 計 837018 的中 ��� 88（467番人気）
3連単票数 計1036428 的中 ��� 22（2649番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．2―47．2―59．1―1：11．5―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．9
3 7（13，14）（5，9，12）17（2，16）（1，15，11）10（4，8）（6，3） 4 ・（7，13）（5，9，14）（12，17）（2，16）（15，11，8）1，10（4，3）6

勝馬の
紹 介

フィーユダムール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2015．9．21 阪神6着

2013．1．26生 牝2鹿 母 メダリアダムール 母母 Izara 2戦1勝 賞金 5，000，000円

第４回 京都競馬 第３日



2802710月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時55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
1：20．5
1：20．3

良
良

24 ボールライトニング 牡2栗 55 浜中 俊 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 510 ―1：23．8 2．5�

36 � ボーサンシー 牡2栗 55 池添 謙一吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

504 ―1：24．01� 2．8�
612 タマモブリリアン 牝2黒鹿54 国分 恭介タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 466 ― 〃 クビ 18．8�
47 ラ ン ス タ ン 牝2鹿 54 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 460 ―1：24．42� 26．8�
11 テイエムハマッタ 牝2栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 442 ―1：24．5� 127．4	
48 メダカハドコヘ 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 422 ―1：24．6	 44．1

714 ジョウショー 牡2栗 55

52 ▲
島 克駿坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 454 ―1：24．7	 228．2�
815 ブ ル ハ 牝2鹿 54 川島 信二前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 388 ―1：24．8クビ 66．9�
23 マイアイティアラ 牝2鹿 54 北村 友一MYI馬主組合 今野 貞一 日高 横井 忠幸 444 ― 〃 クビ 37．3
816 エーレンガート 牝2鹿 54 蛯名 正義 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 436 ―1：25．01 13．3�
510 オールフォーユー 牝2鹿 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 424 ―1：25．1� 11．9�
611 シゲルサクラダイ 牝2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 浦河 王蔵牧場 434 ―1：25．2� 212．8�
12 クレッシェレ 牡2黒鹿55 菱田 裕二布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 470 ― 〃 クビ 94．7�
35 ヒロノフェロー 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太サンエイ開発� 庄野 靖志 浦河 川越ファーム 504 ― 〃 ハナ 29．1�
59 ビップエスペシアル 牡2芦 55 M．デムーロ鈴木 邦英氏 中竹 和也 浦河 梅田牧場 490 ―1：26．58 8．1�
713 イスズゴールド 牡2黒鹿55 古川 吉洋内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 416 ―1：27．03 122．7�
817 バナーワーク 牡2栗 55 松山 弘平吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 448 ―1：27．85 88．6�
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売 得 金
単勝： 24，367，500円 複勝： 27，564，600円 枠連： 16，164，700円
馬連： 44，213，900円 馬単： 26，805，100円 ワイド： 26，606，000円
3連複： 60，092，800円 3連単： 86，194，900円 計： 312，009，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 130円 � 280円 枠 連（2－3） 240円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 170円 �� 820円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 243675 的中 � 75500（1番人気）
複勝票数 計 275646 的中 � 67290（1番人気）� 61446（2番人気）� 17089（6番人気）
枠連票数 計 161647 的中 （2－3） 50547（1番人気）
馬連票数 計 442139 的中 �� 123411（1番人気）
馬単票数 計 268051 的中 �� 35576（1番人気）
ワイド票数 計 266060 的中 �� 53981（1番人気）�� 6783（8番人気）�� 7943（7番人気）
3連複票数 計 600928 的中 ��� 31886（3番人気）
3連単票数 計 861949 的中 ��� 15549（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―36．3―49．1―1：01．1―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．7
3 ・（6，7）12（4，5，8）（1，16）（10，3，14）（11，15）2，9－13，17 4 ・（6，7，12）4（5，8）（1，16）14，10，3（11，15）2－9－13，17

勝馬の
紹 介

ボールライトニング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dehere 初出走

2013．4．21生 牡2栗 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 オールフォーユー号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）

ヒロノフェロー号の騎手加藤祥太は，3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）

2802810月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27京都4）第3日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：11．2良・重

78 ダイワデッセー 牝6栗 58 高田 潤大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 506－ 23：16．6 3．9�
811 ニシノマテンロウ 牡4黒鹿60 小坂 忠士西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 508－ 63：17．55 4．6�
810 エイシンフランキー 牡4芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498＋ 4 〃 アタマ 3．3�
44 デ ビ ル 牡4黒鹿60 西谷 誠寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 514＋ 23：17．6クビ 27．7�
11 ボ レ ア ス 牡7鹿 60 平沢 健治金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 3．4�
79 ヴェアデイロス 牡6鹿 60 中村 将之�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 456＋123：18．13 33．7	
67 メイショウライウン 牡4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 460＋ 63：18．41� 44．9

22 スズカプレスト 牡3鹿 58 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 440＋ 23：19．14 89．6�
66 メイショウメイザン 牡3鹿 58 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 466－103：19．73� 43．2�
55 テイエムナデューラ 牝4栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 456＋ 4 〃 クビ 96．1
33 �	 ヴェントアウレオ 牡4栗 60 林 満明藤田 孟司氏 坪 憲章 米 Takeshi

Fujita 478－ 43：22．5大差 15．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，779，000円 複勝： 19，157，500円 枠連： 13，631，600円
馬連： 34，909，800円 馬単： 22，435，700円 ワイド： 19，160，600円
3連複： 55，395，100円 3連単： 89，053，600円 計： 272，522，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 270円 �� 250円 �� 210円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 187790 的中 � 38199（3番人気）
複勝票数 計 191575 的中 � 34900（2番人気）� 34352（3番人気）� 43911（1番人気）
枠連票数 計 136316 的中 （7－8） 30954（1番人気）
馬連票数 計 349098 的中 �� 35545（3番人気）
馬単票数 計 224357 的中 �� 12105（5番人気）
ワイド票数 計 191606 的中 �� 17065（3番人気）�� 19281（2番人気）�� 24015（1番人気）
3連複票数 計 553951 的中 ��� 71112（1番人気）
3連単票数 計 890536 的中 ��� 22543（4番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 51．6－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワデッセー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．11．12 京都8着

2009．3．14生 牝6栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 障害：5戦1勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 デビル号の騎手西谷誠は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・11番）



2802910月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時15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

55 バティスティーニ 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 472 ―2：03．4 2．3�
66 アイファープリティ 牝2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 430 ―2：03．71� 16．5�
77 リ ュ ラ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 414 ―2：04．02 2．1�
22 サトノエトワール 牡2青鹿55 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498 ―2：04．63	 5．5�
33 ブルベアシャーク 牝2黒鹿54 酒井 学 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 426 ―2：04．7	 46．5	
44 タガノゼウス 牡2黒鹿55 菱田 裕二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450 ― 〃 クビ 41．7

89 
 アドヴァントアロー 牡2栗 55 浜中 俊�ラ・メール 松下 武士 英 Granham Farm

Partnership 468 ―2：05．01� 21．2�
88 メイショウコドウ 牡2鹿 55 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 478 ―2：05．1� 66．3�
11 ヤマニンアルルカン 牡2鹿 55 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 480 ―2：05．31	 131．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，854，100円 複勝： 38，680，400円 枠連： 10，773，200円
馬連： 44，195，400円 馬単： 38，314，800円 ワイド： 22，309，900円
3連複： 53，928，700円 3連単： 154，956，400円 計： 394，012，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（5－6） 2，530円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 370円 �� 140円 �� 400円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 308541 的中 � 103612（2番人気）
複勝票数 計 386804 的中 � 127052（2番人気）� 19943（4番人気）� 162115（1番人気）
枠連票数 計 107732 的中 （5－6） 3300（6番人気）
馬連票数 計 441954 的中 �� 15165（6番人気）
馬単票数 計 383148 的中 �� 10115（9番人気）
ワイド票数 計 223099 的中 �� 12429（4番人気）�� 57927（1番人気）�� 11034（5番人気）
3連複票数 計 539287 的中 ��� 52912（2番人気）
3連単票数 計1549564 的中 ��� 16832（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．5―13．0―12．7―13．1―12．6―12．2―11．2―10．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．8―50．8―1：03．5―1：16．6―1：29．2―1：41．4―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バティスティーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．2．9生 牡2鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2803010月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第6競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

78 テーオーイージス 牡4黒鹿57 小牧 太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494－ 41：59．5 14．0�
811 エイシンハドソン 牡4鹿 57 C．ルメール�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 540＋ 4 〃 クビ 1．5�
55 ウエスタンパレード 牡4栗 57 岩田 康誠 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 510＋ 21：59．92� 5．5�
33 オリハルコン 牡4黒鹿57 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 532＋ 62：00．43 10．0�
66 � エアカーディナル 牡4鹿 57 M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 480± 0 〃 クビ 25．4�
11 ワールドリースター 牡3鹿 55

52 ▲�島 克駿 	サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 42：00．5� 23．9


22 ウインユニファイド 牡3黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 508＋ 8 〃 クビ 23．4�
79 コウエイアース 牡5鹿 57 田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 472－ 22：00．92� 250．7�
67 ワンダーブラザウン 牡5栗 57 古川 吉洋山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 462± 02：01．43 191．9
44 アグネスユニコーン 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B490－ 42：02．57 9．2�
810 リリークライマー 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 462－ 22：04．2大差 118．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，254，600円 複勝： 61，514，400円 枠連： 11，460，600円
馬連： 60，426，100円 馬単： 40，192，300円 ワイド： 34，191，900円
3連複： 80，542，100円 3連単： 160，994，100円 計： 482，576，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 190円 � 110円 � 160円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 350円 �� 530円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 332546 的中 � 18989（5番人気）
複勝票数 計 615144 的中 � 38831（5番人気）� 357625（1番人気）� 54269（2番人気）
枠連票数 計 114606 的中 （7－8） 10162（4番人気）
馬連票数 計 604261 的中 �� 50671（4番人気）
馬単票数 計 401923 的中 �� 8405（12番人気）
ワイド票数 計 341919 的中 �� 24121（4番人気）�� 14533（7番人気）�� 43902（1番人気）
3連複票数 計 805421 的中 ��� 54621（2番人気）
3連単票数 計1609941 的中 ��� 8662（46番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．6―12．8―12．8―13．0―12．7―12．5―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．1―42．9―55．7―1：08．7―1：21．4―1：33．9―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーイージス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．10．13 京都3着

2011．3．2生 牡4黒鹿 母 ライヴリーデイズ 母母 トランクイルデイズ 15戦2勝 賞金 22，370，000円



2803110月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

48 エイシンバッケン 牡3鹿 55 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 500＋ 81：11．8 28．0�
714 ダイシンバルカン 牡3鹿 55

52 ▲加藤 祥太大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498＋ 61：12．01� 2．7�

23 ミトノゴールド 牡3栗 55 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 492＋101：12．1� 8．6�
36 ドリームカイザー 牡4栗 57 川田 将雅ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 516＋ 81：12．41� 10．3�
612 コ ン テ ナ 牡3鹿 55 岡田 祥嗣住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 588＋ 21：12．5� 137．0�
510 ナガラブルボン 牡4鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 476＋ 2 〃 クビ 2．8	
59 トリックデック 牡4栗 57 太宰 啓介前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：12．92� 49．9

815 ハッピーロングラン 牝4鹿 55 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436＋161：13．0クビ 19．8�
35 アラタマシャトル 牡4鹿 57 M．デムーロ荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 486＋ 41：13．1� 10．2�
611 セルリアンコスモ 牡3鹿 55

52 ▲�島 克駿イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 492－ 31：13．31	 36．1�
11 スリーチアサウス 牝4鹿 55

53 △城戸 義政永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 484＋ 21：13．4クビ 156．5�
47 プラネットスコア 牡5黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 492＋ 21：13．5� 26．2�
24 メイショウサターン 牡3栗 55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 480＋ 41：13．6� 243．6�
816
 アグリナンバーワン 牝3青鹿53 藤懸 貴志アグリRC 坪 憲章 浦河 杵臼斉藤牧場 404± 01：13．7� 273．2�
12 カジノプレイヤー 牡3栗 55

53 △義 英真吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B464＋181：14．55 42．8�
713 タマモライト �4鹿 57 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 434＋ 21：14．71	 247．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，898，300円 複勝： 37，733，700円 枠連： 18，151，600円
馬連： 70，590，100円 馬単： 37，171，900円 ワイド： 39，631，100円
3連複： 93，244，700円 3連単： 133，793，900円 計： 463，215，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 690円 � 160円 � 230円 枠 連（4－7） 2，150円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 11，770円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 3，380円 �� 610円

3 連 複 ��� 13，300円 3 連 単 ��� 104，970円

票 数

単勝票数 計 328983 的中 � 9379（8番人気）
複勝票数 計 377337 的中 � 10707（10番人気）� 77882（2番人気）� 41513（3番人気）
枠連票数 計 181516 的中 （4－7） 6540（8番人気）
馬連票数 計 705901 的中 �� 10992（17番人気）
馬単票数 計 371719 的中 �� 2367（37番人気）
ワイド票数 計 396311 的中 �� 5141（23番人気）�� 2899（35番人気）�� 17666（4番人気）
3連複票数 計 932447 的中 ��� 5258（45番人気）
3連単票数 計1337939 的中 ��� 924（317番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．5―11．7―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．4―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

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3鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 8戦2勝 賞金 16，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ショウナンライム号・ヤマニンラビサン号

2803210月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

56 ウルティマミューズ 牝4鹿 55 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 454－ 21：53．0 4．2�
68 クイーンズシアター 牝4鹿 55 岩田 康誠 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋ 21：53．95 7．5�
45 シュシュブリーズ 牝4黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋101：54．22 26．4�
710 ビ ス カ リ ア 牝3鹿 53 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 4 〃 アタマ 8．8�
22 � ヤ マ ガ ー ル 牝5栗 55 岡田 祥嗣西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 536－ 41：54．3� 38．0	
44 サンウィノナ 牝3鹿 53 古川 吉洋加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 456－121：54．4クビ 92．1

711 ネオヴァシュラン 牝3黒鹿53 武 豊小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 504± 01：54．61� 2．0�
11 ア ル カ ナ 牝5鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 81：54．81	 18．2�
813 サンエルピス 牝4栗 55 蛯名 正義三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：55．75 113．4
69 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿 53

50 ▲
島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 436－ 21：55．8クビ 11．0�
33 � アイファーハート 牝3黒鹿53 柴田 未崎中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 424－ 21：56．22� 149．3�
812 ダ ン シ ン グ 牝3栗 53

50 ▲加藤 祥太副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 482－ 21：56．52 138．6�
57 ハンマークラビア 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－ 61：57．13� 30．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，669，700円 複勝： 37，765，200円 枠連： 19，507，600円
馬連： 73，034，300円 馬単： 42，017，500円 ワイド： 39，917，900円
3連複： 96，773，500円 3連単： 163，846，500円 計： 503，532，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 210円 � 630円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，790円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 14，930円 3 連 単 ��� 38，120円

票 数

単勝票数 計 306697 的中 � 57903（2番人気）
複勝票数 計 377652 的中 � 71076（2番人気）� 47661（3番人気）� 11926（9番人気）
枠連票数 計 195076 的中 （5－6） 19209（3番人気）
馬連票数 計 730343 的中 �� 39740（5番人気）
馬単票数 計 420175 的中 �� 13105（8番人気）
ワイド票数 計 399179 的中 �� 28501（3番人気）�� 5442（20番人気）�� 2911（31番人気）
3連複票数 計 967735 的中 ��� 4859（41番人気）
3連単票数 計1638465 的中 ��� 3116（115番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―13．2―13．0―12．9―12．5―12．3―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．9―49．9―1：02．8―1：15．3―1：27．6―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3
9，11（3，6，12）7，5，8，1，4，10，2，13・（9，11，8）（6，7）（3，12，4）（1，10）（5，13）2

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

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4鹿 母 デイトナイト 母母 Bay Magic 11戦3勝 賞金 25，100，000円



2803310月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第9競走 ��
��1，400�

ま る や ま

円 山 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
1：21．7
1：21．5

重
不良

34 スーサンジョイ 牡3鹿 55 武 豊林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 506＋ 81：23．7 2．5�
712 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 M．デムーロ岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 496－ 21：24．02 8．5�
813 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 秋山真一郎大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 444＋ 21：24．1クビ 3．9�
814 アクションバイオ 牡5黒鹿57 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 480＋ 21：24．52� 30．2�
45 リバーソウル 牡4黒鹿57 蛯名 正義林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454± 01：24．71	 12．9�
22 マークスマン 
5鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 4 〃 ハナ 31．4	
57 スペシャルギフト 
4栗 57 岩田 康誠 
シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：24．91� 5．9�
58 ブルームーン 牡3鹿 55 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 21：25．11 19．9�
69 スランジバール 牡6鹿 57 C．ルメール
日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 494＋10 〃 アタマ 38．6
46 ケ ッ キ セ ヨ 牡5鹿 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 482＋ 21：25．95 32．1�
33 バ コ パ 牡6栗 57 古川 吉洋畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 494＋ 81：26．11	 39．9�
711 カシノインカローズ 牝6鹿 55 城戸 義政柏木 務氏 松下 武士 新ひだか 前川 隆則 472± 0 〃 クビ 121．3�
11 キーブランド 牡6鹿 57 高倉 稜北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 528＋ 81：26．63 40．3�
610� ベストサーパス 牡6栗 57 松山 弘平小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 514＋ 61：27．13 148．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，411，000円 複勝： 65，589，000円 枠連： 25，394，600円
馬連： 112，233，500円 馬単： 54，649，800円 ワイド： 59，213，100円
3連複： 152，152，600円 3連単： 223，994，200円 計： 735，637，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 210円 � 140円 枠 連（3－7） 1，070円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 470円 �� 240円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 6，000円

票 数

単勝票数 計 424110 的中 � 134785（1番人気）
複勝票数 計 655890 的中 � 173840（1番人気）� 60351（4番人気）� 122166（2番人気）
枠連票数 計 253946 的中 （3－7） 18317（5番人気）
馬連票数 計1122335 的中 �� 72732（3番人気）
馬単票数 計 546498 的中 �� 24078（4番人気）
ワイド票数 計 592131 的中 �� 30325（4番人気）�� 71774（1番人気）�� 22162（6番人気）
3連複票数 計1521526 的中 ��� 87036（2番人気）
3連単票数 計2239942 的中 ��� 27046（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．4―47．7―59．6―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーサンジョイ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．1．12 京都4着

2012．4．29生 牡3鹿 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 9戦3勝 賞金 47，523，000円
※カシノインカローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2803410月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第10競走
顕彰馬選定記念

��
��2，000�オルフェーヴルメモリアル

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

66 プロモントーリオ 牡5鹿 57 M．デムーロ水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 502＋121：58．2 5．9�
22 ケツァルテナンゴ 牡3鹿 55 C．ルメール �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：58．41 3．4�
77 カ ム フ ィ ー 牡6黒鹿57 秋山真一郎清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 454－141：58．5� 20．1�
44 カ ノ ン 牝5鹿 55 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 482－ 8 〃 アタマ 8．2�
88 エーティータラント 牡5芦 57 中井 裕二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 498＋ 41：58．81� 7．3�
55 マテンロウボス 牡4黒鹿57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466± 0 〃 ハナ 4．3	
11 ベ ル ニ ー ニ 牡6鹿 57 菱田 裕二 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 478± 0 〃 クビ 56．7

33 リヤンドファミユ 牡5鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：59．22	 8．7�
89 ルファルシオン 牡4芦 57 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 496－121：59．83	 8．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，690，900円 複勝： 52，539，300円 枠連： 20，714，300円
馬連： 124，002，600円 馬単： 61，532，300円 ワイド： 50，802，900円
3連複： 145，474，200円 3連単： 273，487，500円 計： 775，244，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 160円 � 360円 枠 連（2－6） 1，300円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，480円 �� 920円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 25，400円

票 数

単勝票数 計 466909 的中 � 62387（3番人気）
複勝票数 計 525393 的中 � 65548（4番人気）� 102985（1番人気）� 30957（8番人気）
枠連票数 計 207143 的中 （2－6） 12332（4番人気）
馬連票数 計1240026 的中 �� 80608（2番人気）
馬単票数 計 615323 的中 �� 17527（8番人気）
ワイド票数 計 508029 的中 �� 30357（3番人気）�� 8352（26番人気）�� 13950（16番人気）
3連複票数 計1454742 的中 ��� 20969（27番人気）
3連単票数 計2734875 的中 ��� 7804（116番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．7―12．3―11．9―12．3―11．3―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―36．0―48．3―1：00．2―1：12．5―1：23．8―1：35．2―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロモントーリオ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．7 東京2着

2010．4．26生 牡5鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 16戦5勝 賞金 101，073，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



2803510月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第11競走
第50回農林水産省賞典

��
��2，400�京 都 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，26．10．11以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．10．10以前のGⅠ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 714，000円 204，000円 102，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

11 ラブリーデイ 牡5黒鹿58 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：23．6 3．1�

810 サウンズオブアース 牡4黒鹿56 浜中 俊吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504＋ 82：23．81� 3．9�
77 カレンミロティック 	7栗 56 蛯名 正義鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：23．9
 8．1�
78 ラ キ シ ス 牝5鹿 55 武 豊大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460－162：24．0
 4．0�
66 フーラブライド 牝6鹿 54 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 478＋ 2 〃 クビ 27．5�
22 ワンアンドオンリー 牡4黒鹿57 C．ルメール 前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋122：24．31� 6．1	
44 ニューダイナスティ 牡6鹿 56 松山 弘平 
サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋16 〃 アタマ 58．8�
55 レコンダイト 牡5黒鹿56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462＋ 62：24．72
 12．5�
33 メイショウカンパク 牡8黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484＋ 22：25．33
 117．4
89 フォントルロイ 牡6鹿 56 松田 大作大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 265．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 212，103，400円 複勝： 230，665，100円 枠連： 80，345，600円
馬連： 665，467，100円 馬単： 337，832，700円 ワイド： 241，649，500円
3連複： 849，981，200円 3連単： 2，018，805，900円 計： 4，636，850，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（1－8） 660円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 460円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 6，540円

票 数

単勝票数 計2121034 的中 � 532100（1番人気）
複勝票数 計2306651 的中 � 458705（2番人気）� 469158（1番人気）� 254224（5番人気）
枠連票数 計 803456 的中 （1－8） 94286（3番人気）
馬連票数 計6654671 的中 �� 751397（2番人気）
馬単票数 計3378327 的中 �� 183913（4番人気）
ワイド票数 計2416495 的中 �� 225725（1番人気）�� 125983（6番人気）�� 151274（4番人気）
3連複票数 計8499812 的中 ��� 421677（4番人気）
3連単票数 計20188059 的中 ��� 223525（14番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．5―12．6―12．6―12．5―12．8―12．9―11．9―11．1―10．9―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．8―35．3―47．9―1：00．5―1：13．0―1：25．8―1：38．7―1：50．6―2：01．7―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F44．9―3F33．0
1
3
4，7，6－10，1，2，8－3－5－9
4，7，3，6，10（1，2）8－5，9

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

勝馬の
紹 介

ラブリーデイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．19 小倉1着

2010．1．30生 牡5黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 24戦8勝 賞金 493，775，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりラブリーデイ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2803610月12日 晴 良 （27京都4）第3日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 イサチルホープ 牡3栗 55
53 △義 英真小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 454± 01：24．7 22．2�

816 ア チ ー ヴ 牡5黒鹿57 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 476＋ 21：25．23 33．1�
12 ネオスターダム 牡3黒鹿55 M．デムーロ一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 アタマ 2．8�
714 カノヤプレジデント �5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 484－ 21：25．3クビ 64．3�
48 タイガークラウン 牡4黒鹿57 酒井 学伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 484＋121：25．4	 11．1�
11 エンドレスシャイン 牡4鹿 57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 434± 01：25．5
 28．6�
47 チーフアセスメント 牡4鹿 57 C．ルメール 	社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：25．81
 3．2

24 � イ ズ モ 牡3栗 55 池添 謙一田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 468＋101：25．9クビ 13．0�
35 タマモベルモット 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼タマモ� 河内 洋 新冠 対馬 正 488－ 21：26．32	 185．0
612 ゴーントレット 牡3黒鹿55 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：26．51� 9．2�
59 ピースマーク 牡4鹿 57 松山 弘平小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 498± 0 〃 アタマ 11．4�
36  メイショウマツシマ 牝4青鹿55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B458＋ 81：26．82 279．4�
713 スリーネルソン �5黒鹿57 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 480－ 61：26．9	 66．4�
23 � エナジータウン 牡3鹿 55 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 456＋ 81：27．75 20．6�
510 コ モ ド ー 牡3青鹿55 菱田 裕二 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 484－ 61：28．55 32．3�
815� エクセレンフレール 牡5鹿 57 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 512－ 41：28．82 259．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，629，700円 複勝： 69，801，000円 枠連： 45，085，800円
馬連： 200，346，400円 馬単： 79，717，800円 ワイド： 84，234，800円
3連複： 238，657，200円 3連単： 387，231，800円 計： 1，161，704，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 490円 � 590円 � 150円 枠 連（6－8） 6，290円

馬 連 �� 29，110円 馬 単 �� 47，260円

ワ イ ド �� 5，290円 �� 1，520円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 26，910円 3 連 単 ��� 250，430円

票 数

単勝票数 計 566297 的中 � 20383（8番人気）
複勝票数 計 698010 的中 � 30876（7番人気）� 24897（10番人気）� 164040（1番人気）
枠連票数 計 450858 的中 （6－8） 5553（17番人気）
馬連票数 計2003464 的中 �� 5677（56番人気）
馬単票数 計 797178 的中 �� 1265（106番人気）
ワイド票数 計 842348 的中 �� 4014（49番人気）�� 14524（16番人気）�� 12691（18番人気）
3連複票数 計2386572 的中 ��� 6650（89番人気）
3連単票数 計3872318 的中 ��� 1121（642番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．7―47．4―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．3
3 9（2，15）－（8，10）11，4（7，12）（1，6，16）3（5，13）14 4 ・（9，2）（15，8）（4，11）（7，10）（1，12）（6，16）（5，3，14）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イサチルホープ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2014．11．8 京都5着

2012．3．9生 牡3栗 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー 10戦2勝 賞金 17，150，000円
※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 トウケイファルコン号
（非抽選馬） 1頭 ワイエムテイラー号

４レース目



（27京都4）第3日 10月12日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

302，820，000円
2，080，000円
9，320，000円
1，840，000円
27，760，000円
1，000，000円
62，512，000円
4，840，200円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
578，401，300円
710，728，100円
289，078，600円
1，533，798，600円
796，425，900円
683，019，500円
1，980，798，100円
3，903，670，100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 10，475，920，200円

総入場人員 26，403名 （有料入場人員 24，730名）
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