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3202511月14日 曇 稍重 （27京都5）第3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

610 シゲルキハダマグロ 牡2栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 438± 01：26．0 3．4�
713 ガ ン コ 牡2青鹿55 幸 英明杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 486± 01：26．1� 2．8�
46 ブルークリフ 牡2鹿 55 小牧 太 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 438± 01：26．31� 41．3�
35 ナムラミラクル 牡2芦 55 藤岡 康太奈村 信重氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 476＋ 41：26．4� 7．4�
59 サンマルドライヴ 牡2黒鹿55 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 444± 01：26．82 41．7�
34 ジージトガンカイ 牝2栗 54 �島 良太松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 490－ 81：27．33 143．8	
712 タガノティアラ 牝2鹿 54 酒井 学八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464± 01：27．62 95．9

58 ハ ル ク 牡2鹿 55 岩田 康誠�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 482－ 81：27．7� 6．7�
22 アムロタイプ 牡2鹿 55 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 448＋ 61：27．91 135．7�
23 ロマンチスト 牡2栗 55 国分 恭介窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 528－ 21：28．0� 79．2
815 シゲルオニアジ 牝2鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 三好牧場 472＋ 21：28．1� 7．6�
47 ジョウショー 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 458＋ 41：28．42 22．6�
814 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 444± 01：29．57 29．6�
11 ヘッドストロング 牡2鹿 55 北村 友一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 508± 01：29．71� 36．7�
611 シゲルオニオコゼ 牡2栗 55 高倉 稜森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 小林 仁 510－14 〃 アタマ 135．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，358，600円 複勝： 23，664，700円 枠連： 8，923，900円
馬連： 38，458，000円 馬単： 20，928，000円 ワイド： 22，099，100円
3連複： 57，818，000円 3連単： 73，467，500円 計： 260，717，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 140円 � 810円 枠 連（6－7） 490円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，580円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 39，510円

票 数

単勝票数 計 153586 的中 � 35451（2番人気）
複勝票数 計 236647 的中 � 58423（1番人気）� 51600（2番人気）� 4425（10番人気）
枠連票数 計 89239 的中 （6－7） 14019（1番人気）
馬連票数 計 384580 的中 �� 55714（1番人気）
馬単票数 計 209280 的中 �� 14134（2番人気）
ワイド票数 計 220991 的中 �� 26730（1番人気）�� 1965（22番人気）�� 1885（25番人気）
3連複票数 計 578180 的中 ��� 4538（24番人気）
3連単票数 計 734675 的中 ��� 1348（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．5―1：00．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルキハダマグロ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．8．22 小倉4着

2013．5．11生 牡2栗 母 イズミコマンダー 母母 イズミレディ 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 ヘッドストロング号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

3202611月14日 曇 稍重 （27京都5）第3日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時30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
1：20．5
1：20．3

良
良

611 マイネルラック 牡2鹿 55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 468－ 41：22．8 6．0�
（独）

713 サトノマイヒメ 牝2栗 54 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466± 0 〃 ハナ 2．2�
11 トキノディライト 牝2黒鹿54 �島 良太田中 準市氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B490± 01：23．22� 92．6�
23 ルドルフィーナ 牡2青鹿55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 464－ 4 〃 ハナ 7．3�
22 ブ リ オ 牝2鹿 54 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 430－ 41：23．3� 93．0	
815 ショウナンアーリー 牡2鹿 55 武 豊国本 哲秀氏 森田 直行 新冠 富本 茂喜 462－ 2 〃 クビ 8．8

59 カネトシフェアリー 牝2鹿 54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 476＋ 21：23．4� 54．5�
46 ベイビーズブレス 牝2鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420＋ 21：23．5� 12．2�
712 ホーマンビジュー 牝2鹿 54 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 41：23．6� 5．1
58 オ オ オ ク 牝2鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 中竹 和也 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440－101：24．13 58．0�
35 キタノタイセツ 牝2鹿 54 北村 友一福本 次雄氏 作田 誠二 日高 大西ステイブル 414± 0 〃 アタマ 350．6�
47 ラ ブ リ ッ サ 牝2栗 54 小林 徹弥一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 402＋ 2 〃 クビ 77．7�
610 ジョウショウキセキ 牡2鹿 55 小牧 太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 若林 武雄 458－101：24．2クビ 49．5�
814 テイエムフライヤー 牡2青鹿55 藤岡 康太竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 468± 01：24．3� 327．3�
34 テイエムオデュール 牝2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム

牧場株式会社 420－ 81：24．83 67．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，336，700円 複勝： 33，307，900円 枠連： 10，871，000円
馬連： 40，263，700円 馬単： 24，176，900円 ワイド： 23，168，700円
3連複： 58，131，700円 3連単： 80，594，700円 計： 290，851，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 120円 � 1，320円 枠 連（6－7） 490円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 4，990円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 14，260円 3 連 単 ��� 58，250円

票 数

単勝票数 計 203367 的中 � 26863（3番人気）
複勝票数 計 333079 的中 � 33263（5番人気）� 110258（1番人気）� 3984（13番人気）
枠連票数 計 108710 的中 （6－7） 17150（1番人気）
馬連票数 計 402637 的中 �� 34843（2番人気）
馬単票数 計 241769 的中 �� 11635（3番人気）
ワイド票数 計 231687 的中 �� 17957（2番人気）�� 1109（41番人気）�� 1670（24番人気）
3連複票数 計 581317 的中 ��� 3057（33番人気）
3連単票数 計 805947 的中 ��� 1003（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―46．8―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 2（6，11）15（4，5）12，14，7，13（3，9）1－10－8 4 2（6，11）（4，15）5（7，12，14）13，3（9，1）10－8

勝馬の
紹 介

マイネルラック �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．26 阪神5着

2013．4．1生 牡2鹿 母 トーワフォーチュン 母母 グリーングッズ 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 サトノマイヒメ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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３日



3202711月14日 曇 稍重 （27京都5）第3日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時00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
1：59．8
1：59．8

良
良

22 サンライズクロンヌ 牡2栗 55 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 472＋ 62：04．1 1．4�
55 ユキノロード 牡2鹿 55 北村 友一遠藤 宗義氏 本田 優 日高 川端 正博 514－ 42：04．31� 11．7�
78 エーティーサンダー 牡2青鹿55 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506＋ 22：04．4クビ 14．4�
810 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 488－ 2 〃 クビ 82．1�
33 トライブキング 牡2鹿 55 A．アッゼニ 前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 42：04．71� 4．5�

（英）

11 オリエンタルポリス 牡2芦 55 酒井 学下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 486 ―2：05．12� 94．8�
44 ゴットロマーネ 牡2栗 55 武 豊後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468± 02：05．63 8．8	
77 キングジャスパー 牡2青鹿55 A．シュタルケ
ラ・メール 森田 直行 新ひだか 野坂牧場 486－ 62：05．7� 97．0�

（独）

89 マーガレット 牝2青鹿54 松山 弘平 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 服部 牧場 408－ 42：06．23 90．9�

66 エスカラード 牡2鹿 55 岩田 康誠 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 448－ 82：07．05 27．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，771，200円 複勝： 66，303，500円 枠連： 9，515，700円
馬連： 34，195，500円 馬単： 28，690，900円 ワイド： 21，919，100円
3連複： 45，227，900円 3連単： 112，719，000円 計： 339，342，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連（2－5） 680円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 260円 �� 350円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 207712 的中 � 113557（1番人気）
複勝票数 計 663035 的中 � 511378（1番人気）� 33075（3番人気）� 18599（5番人気）
枠連票数 計 95157 的中 （2－5） 10834（3番人気）
馬連票数 計 341955 的中 �� 39734（3番人気）
馬単票数 計 286909 的中 �� 26783（3番人気）
ワイド票数 計 219191 的中 �� 23668（3番人気）�� 16412（4番人気）�� 5128（13番人気）
3連複票数 計 452279 的中 ��� 16886（7番人気）
3連単票数 計1127190 的中 ��� 17813（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．1―38．1―51．4―1：04．3―1：17．1―1：29．3―1：40．8―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
2，10（8，9）（3，5）6（1，4）7
2，10（8，5）（3，4）9（1，6）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズクロンヌ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．10．3 阪神2着

2013．4．9生 牡2栗 母 オルティスローザ 母母 Guernika 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ゴットロマーネ号の調教師木原一良は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り過怠金30，000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。

3202811月14日 曇 稍重 （27京都5）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時30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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

713 ファンドレイザー 牡2鹿 55 A．アッゼニ 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 512 ―1：55．4 15．1�

（英）

59 ナ ー ウ ル 牝2青鹿54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 460 ―1：55．5� 45．2�

712 コパデスコパ 牡2栗 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 494 ―1：55．82 40．7�
23 キクノシュペール 牡2芦 55 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 480 ―1：56．01� 7．4�
815 スズカマサル 牡2鹿 55 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 450 ―1：56．1クビ 29．6�
11 エイシンチムニー 牝2黒鹿54 A．シュタルケ�栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 538 ―1：56．31� 17．6	

（独）

814 ロサモスカータ 牝2鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 アタマ 21．0

22 ネフェルティティ 牝2芦 54 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ―1：56．51 1．8�
46 エスプリベルテ 牡2栗 55 高倉 稜渡邊 久憲氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 514 ―1：56．92� 31．9�
610 ディライトクライ 牡2栗 55 岩田 康誠 シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 488 ―1：57．11� 4．3�
35 シゲルノコギリダイ 牡2鹿 55 北村 友一森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 王蔵牧場 520 ―1：57．52� 49．3�
611 シャイニーレディ 牝2栗 54 太宰 啓介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 474 ―1：57．92� 151．6�
47 ナリタピクシー 牝2鹿 54 秋山真一郎�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 536 ―1：58．96 80．8�
58 スラムダンス 牝2鹿 54 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 470 ―2：00．07 121．6�
34 アマノクロブネ 牡2鹿 55 武 幸四郎中村 孝氏 千田 輝彦 浦河 丸村村下

ファーム 496 ―2：02．1大差 132．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，460，900円 複勝： 31，130，000円 枠連： 12，476，100円
馬連： 39，106，200円 馬単： 26，366，000円 ワイド： 21，641，800円
3連複： 53，302，500円 3連単： 78，108，100円 計： 286，591，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 530円 � 1，300円 � 1，130円 枠 連（5－7） 10，540円

馬 連 �� 21，770円 馬 単 �� 45，560円

ワ イ ド �� 5，870円 �� 4，810円 �� 8，880円

3 連 複 ��� 173，810円 3 連 単 ��� 1，011，220円

票 数

単勝票数 計 244609 的中 � 12927（4番人気）
複勝票数 計 311300 的中 � 16436（4番人気）� 6130（11番人気）� 7145（9番人気）
枠連票数 計 124761 的中 （5－7） 917（20番人気）
馬連票数 計 391062 的中 �� 1392（43番人気）
馬単票数 計 263660 的中 �� 434（82番人気）
ワイド票数 計 216418 的中 �� 952（48番人気）�� 1165（40番人気）�� 627（55番人気）
3連複票数 計 533025 的中 ��� 230（217番人気）
3連単票数 計 781081 的中 ��� 56（1164番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―13．4―12．9―12．7―12．5―12．9―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―38．0―50．9―1：03．6―1：16．1―1：29．0―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．3
1
3
・（5，6）10，1（3，13）15，9，8－2（12，7）11，14－4・（5，6）10（1，3，15）（9，13）（12，8）2－14－11，7－4

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

勝馬の
紹 介

ファンドレイザー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

2013．3．11生 牡2鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマノクロブネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月14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。



3202911月14日 曇 稍重 （27京都5）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

812 ヒーズインラブ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 520 ―1：36．0 3．3�
11 スカイノメジャー 牡2黒鹿55 岩田 康誠江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 488 ―1：36．74 2．1�
45 トレノエスプレッソ 牝2鹿 54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 新ひだか 井高牧場 474 ―1：36．8� 25．9�
44 リングオブハピネス 牝2栗 54 浜中 俊五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 468 ― 〃 クビ 14．6�
56 クラシカルチュチュ 牝2青鹿54 A．シュタルケ �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470 ―1：36．9� 25．5	

（独）

813 コスモタウルス 牡2青鹿55 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 416 ― 〃 クビ 121．5

22 ディスピュート 牡2鹿 55 幸 英明畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 440 ―1：37．0� 17．3�
710 ワンダースニュマン 牝2鹿 54 酒井 学山本 信行氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 474 ―1：37．21� 14．4�
69 ノボリクラウン 牡2黒鹿55 武 豊原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 456 ―1：37．51� 8．2
68 セ ラ サ イ ト 牝2栗 54 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 468 ―1：37．71� 57．1�
57 サカジロウィーク 牡2黒鹿55 和田 竜二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 平取 スガタ牧場 512 ―1：37．8クビ 33．3�
711 マンダリンショコラ 牝2栗 54

53 ☆岩崎 翼�桜井牧場 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 444 ―1：39．28 43．0�
33 ヴォアラクテ 牝2青鹿54 小牧 太前田 幸治氏 沖 芳夫 新ひだか 土居 忠吉 444 ―1：41．6大差 105．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，396，200円 複勝： 22，888，800円 枠連： 10，794，000円
馬連： 39，265，500円 馬単： 22，589，200円 ワイド： 20，976，200円
3連複： 48，350，400円 3連単： 70，135，700円 計： 255，396，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 120円 � 360円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 190円 �� 970円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 計 203962 的中 � 49382（2番人気）
複勝票数 計 228888 的中 � 58018（2番人気）� 63931（1番人気）� 9217（8番人気）
枠連票数 計 107940 的中 （1－8） 22207（1番人気）
馬連票数 計 392655 的中 �� 87711（1番人気）
馬単票数 計 225892 的中 �� 19488（2番人気）
ワイド票数 計 209762 的中 �� 35719（1番人気）�� 4675（12番人気）�� 7059（8番人気）
3連複票数 計 483504 的中 ��� 19694（5番人気）
3連単票数 計 701357 的中 ��� 7846（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．5―1：00．1―1：12．3―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．9
3 ・（1，11）－5，12（4，7）10（13，2）8－9，6＝3 4 ・（1，11，12）（5，7，10）4（13，2）8（9，6）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒーズインラブ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Include 初出走

2013．3．7生 牡2鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォアラクテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月14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。

3203011月14日 雨 稍重 （27京都5）第3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

59 サンウィノナ 牝3鹿 53 川島 信二加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 448－ 81：52．0 63．1�
48 ハッピーエム 牝4鹿 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 450＋ 41：52．32 1．9�
816 ナムラケイト 牝3鹿 53 岩田 康誠奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 502± 01：52．4� 5．3�
23 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± 0 〃 クビ 6．3�
47 マダムウルル 牝3黒鹿53 藤岡 康太�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 460＋ 61：52．61� 22．7�
713 コマノサラサ 牝3栗 53 幸 英明長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 464－ 61：52．7クビ 67．8	
612 デストリアー 牝3鹿 53 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 6 〃 ハナ 9．2

（英）

24 ニシノシュロ 牝4青鹿55 国分 恭介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 506＋ 81：53．44 21．6�
36 ナリタノヘア 牝3鹿 53 浜中 俊�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 428＋ 81：53．61� 20．7
510 パヴェダイヤモンド 牝3栗 53 北村 友一大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 4 〃 ハナ 58．3�
12 メイショウヒマワリ 牝3栗 53 酒井 学松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 488＋ 81：54．02� 101．8�
11 サンレイフローラ 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B456＋ 2 〃 ハナ 66．8�
611� メイショウロッソ 牝4栗 55 	島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 456＋ 81：54．1クビ 336．5�
714� アグリナデシコ 牝4黒鹿55 和田 竜二アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 442± 01：54．42 272．8�
35 ポ リ ア フ 牝3鹿 53 小牧 太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：55．78 19．4�
815 ワンダーテルヌーラ 牝5鹿 55 太宰 啓介山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 462－161：56．23 232．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，714，700円 複勝： 55，164，600円 枠連： 13，778，500円
馬連： 51，016，600円 馬単： 30，252，400円 ワイド： 29，050，700円
3連複： 71，854，700円 3連単： 104，538，000円 計： 378，370，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，310円 複 勝 � 1，110円 � 110円 � 160円 枠 連（4－5） 2，070円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 15，100円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 3，680円 �� 270円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 97，290円

票 数

単勝票数 計 227147 的中 � 2878（10番人気）
複勝票数 計 551646 的中 � 3958（12番人気）� 343261（1番人気）� 50339（2番人気）
枠連票数 計 137785 的中 （4－5） 5137（7番人気）
馬連票数 計 510166 的中 �� 8564（13番人気）
馬単票数 計 302524 的中 �� 1502（37番人気）
ワイド票数 計 290507 的中 �� 5129（12番人気）�� 1795（34番人気）�� 32723（1番人気）
3連複票数 計 718547 的中 ��� 7931（24番人気）
3連単票数 計1045380 的中 ��� 779（250番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．1―12．1―12．3―12．3―12．3―13．3―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．6―47．7―1：00．0―1：12．3―1：24．6―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．7
1
3
3－12，4（5，16）－（1，11，15）13，8，6（9，14）10－（7，2）
3，12，4－16－8，1（13，6）10，9（5，2）（14，11，15）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンウィノナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Dancehall デビュー 2014．8．30 小倉8着

2012．4．13生 牝3鹿 母 スイートミルド 母母 Milde 9戦2勝 賞金 14，500，000円
※ネオヴァシュラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3203111月14日 雨 稍重 （27京都5）第3日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分（番組第12競走を順序変更） （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

66 シ ホ ウ 牡4鹿 57 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 512± 02：15．7 2．0�
88 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 478－ 22：15．8� 3．9�
44 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 ハナ 11．0�

（独）

33 ゴールドテーラー 牝5栗 55
54 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 428－ 22：16．43	 6．6�

55 ブレイクアウト 牡4青鹿57 北村 友一安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490＋12 〃 アタマ 28．0�
22 
 フジノサムライ 牡3黒鹿55 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 522－ 42：16．61� 32．8	
77 マイネルマルシェ 牡8黒鹿57 松山 弘平 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 454＋ 22：16．81� 117．6�
11 シャンパーニュ 牡4芦 57 幸 英明 
グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 クビ 4．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，404，300円 複勝： 29，814，400円 枠連： 発売なし
馬連： 47，029，500円 馬単： 28，307，400円 ワイド： 21，372，000円
3連複： 50，499，100円 3連単： 129，722，100円 計： 332，148，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 170円 �� 330円 �� 580円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，340円

票 数

単勝票数 計 254043 的中 � 97860（1番人気）
複勝票数 計 298144 的中 � 160012（1番人気）� 36915（2番人気）� 17000（5番人気）
馬連票数 計 470295 的中 �� 96938（1番人気）
馬単票数 計 283074 的中 �� 37055（1番人気）
ワイド票数 計 213720 的中 �� 39809（1番人気）�� 15129（5番人気）�� 7660（9番人気）
3連複票数 計 504991 的中 ��� 38724（4番人気）
3連単票数 計1297221 的中 ��� 40175（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．9―12．7―12．8―12．9―13．0―12．4―11．7―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．5―37．4―50．1―1：02．9―1：15．8―1：28．8―1：41．2―1：52．9―2：04．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ホ ウ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Danehill デビュー 2013．11．10 京都7着

2011．2．22生 牡4鹿 母 ゴ コ ウ 母母 Moment of Truth 13戦4勝 賞金 51，242，000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。

3203211月14日 曇 稍重 （27京都5）第3日 第8競走 ��3，170�第17回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・内外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード3：30．4良

11 ダンツミュータント 牡6青鹿60 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 444＋ 63：35．2 6．2�
79 ニジブルーム 牡7芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 14．3�
78 ウォンテッド 牡5黒鹿60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 494－ 23：35．51� 4．0�
811 ドリームセーリング 牡8栗 60 石神 深一ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 476－10 〃 クビ 18．4�
810 オールアズワン 牡7黒鹿60 北沢 伸也宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 510＋123：36．67 12．0�
33 � エーシンジーライン 牡10黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 502＋103：37．13 6．8	
67 ファイアーシチー 牡4青鹿60 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 468＋103：37．52� 60．8

66 シゲルキョクチョウ 牡7鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 498－ 23：38．56 40．0�
44 ルールプロスパー 牡10青鹿61 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 464－ 43：39．99 2．4�
22 ミヤコデラックス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B478＋ 6 （競走中止） 42．0
55 	 トウケイゴールド 牡5鹿 60 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 488－10 （競走中止） 55．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，448，200円 複勝： 30，042，800円 枠連： 16，861，000円
馬連： 59，737，800円 馬単： 33，541，700円 ワイド： 31，107，700円
3連複： 88，509，400円 3連単： 144，814，500円 計： 429，063，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 260円 � 150円 枠 連（1－7） 1，100円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 800円 �� 480円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 23，590円

票 数

単勝票数 計 244482 的中 � 31277（3番人気）
複勝票数 計 300428 的中 � 39550（3番人気）� 24904（6番人気）� 64831（2番人気）
枠連票数 計 168610 的中 （1－7） 11865（6番人気）
馬連票数 計 597378 的中 �� 15917（12番人気）
馬単票数 計 335417 的中 �� 3722（25番人気）
ワイド票数 計 311077 的中 �� 9543（11番人気）�� 17222（5番人気）�� 15629（6番人気）
3連複票数 計 885094 的中 ��� 21206（11番人気）
3連単票数 計1448145 的中 ��� 4449（82番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 54．2－3F 40．9

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ダンツミュータント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リードワンダー デビュー 2011．12．17 阪神1着

2009．4．20生 牡6青鹿 母 ウメノローマン 母母 タマモデイクター 障害：9戦3勝 賞金 54，485，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 トウケイゴールド号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ミヤコデラックス号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



3203311月14日 曇 稍重 （27京都5）第3日 第9競走 ��
��1，400�

ひ ら か た

枚 方 特 別
発走14時35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 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

510 ポメグラネイト 牡4栗 57 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 570＋ 61：23．0 23．3�
12 ブルミラコロ 牡3鹿 56 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 510＋ 4 〃 アタマ 7．8�
714 カフジテイク 牡3青鹿56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482± 01：23．63� 6．5�
59 トウショウピスト 牡3鹿 56 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋ 8 〃 クビ 15．2�
24 チーフアセスメント 牡4鹿 57 武 豊 �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 492＋ 21：23．91	 18．2	
47 サトノアビリティ 牡5栗 57 A．シュタルケ 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 526－ 21：24．0クビ 76．3


（独）

612 サウススターマン 牡4黒鹿57 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 496＋ 4 〃 アタマ 2．6�
11 ブロードソード 
5黒鹿57 A．アッゼニ �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 クビ 35．9�

（英）

35 � フォンタネットポー 牝3栗 54 幸 英明吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 518＋121：24．21 5．6

816 ロードヴォルケーノ 牡4鹿 57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 6 〃 クビ 20．9�
48 ラテンロック 牡4鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 504± 01：24．3クビ 9．0�
36 スランジバール 牡6鹿 57 太宰 啓介�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 490－ 41：24．4� 101．0�
815� エルフショット 
5青鹿57 岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 470＋121：24．82� 166．4�
23 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 484＋101：25．43� 75．3�
713 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 474± 0 〃 アタマ 179．2�
611 ヨウライフク 牡3栗 56 北村 友一小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 498＋ 8 〃 アタマ 67．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，552，400円 複勝： 60，568，000円 枠連： 22，407，900円
馬連： 117，915，200円 馬単： 50，204，900円 ワイド： 55，936，500円
3連複： 148，352，300円 3連単： 188，263，600円 計： 686，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 560円 � 320円 � 240円 枠 連（1－5） 2，910円

馬 連 �� 8，900円 馬 単 �� 22，370円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 1，780円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 162，290円

票 数

単勝票数 計 425524 的中 � 14576（9番人気）
複勝票数 計 605680 的中 � 25280（9番人気）� 50447（4番人気）� 73364（3番人気）
枠連票数 計 224079 的中 （1－5） 5950（14番人気）
馬連票数 計1179152 的中 �� 10267（28番人気）
馬単票数 計 502049 的中 �� 1683（66番人気）
ワイド票数 計 559365 的中 �� 4801（32番人気）�� 8051（18番人気）�� 13436（12番人気）
3連複票数 計1483523 的中 ��� 6514（54番人気）
3連単票数 計1882636 的中 ��� 841（445番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．1―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．2―46．3―58．2―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポメグラネイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．1．22生 牡4栗 母 フレンチバージン 母母 ロングバージン 24戦4勝 賞金 52，071，000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。

3203411月14日 雨 稍重 （27京都5）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ひ え い

比叡ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

711 ア ル バ ー ト 牡4栗 57 A．アッゼニ 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：27．4 4．8�
（英）

22 トゥインクル 牡4栗 57 浜中 俊畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 474＋ 82：27．82� 3．4�
58 グリュイエール 牡3芦 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：28．01 3．9�
45 アドマイヤバラード 牡6栗 57 A．シュタルケ 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 26．4�

（独）

814 エーティータラント 牡5芦 57 武 豊荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 500＋ 22：28．1� 12．2�
46 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 490＋ 8 〃 クビ 7．9	
610 ゴッドフロアー 牝5鹿 55 四位 洋文広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 510－ 82：28．2クビ 56．4

57 マイネルジェイド 牡5鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 456－ 2 〃 クビ 96．2�
69 マイネルアイザック 牡6黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B468＋142：28．41	 44．9�
33 タガノレイヨネ 牡6栗 57 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 62：28．82� 18．8
712 ダノンマックイン 牡7黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 16．6�
34 ラブラドライト 
6鹿 57 松山 弘平吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋182：28．9� 37．9�
11 ロングリバイバル 牡4鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 酒井牧場 506＋ 82：29．0クビ 41．6�
813 エーシングングン 牡6栗 57 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 482＋142：31．2大差 25．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，168，800円 複勝： 59，649，000円 枠連： 29，349，100円
馬連： 131，596，900円 馬単： 55，671，900円 ワイド： 61，453，500円
3連複： 167，069，300円 3連単： 221，533，800円 計： 767，492，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 140円 � 150円 枠 連（2－7） 760円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 410円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，820円

票 数

単勝票数 計 411688 的中 � 67845（3番人気）
複勝票数 計 596490 的中 � 73429（3番人気）� 125358（1番人気）� 107945（2番人気）
枠連票数 計 293491 的中 （2－7） 29667（1番人気）
馬連票数 計1315969 的中 �� 110099（2番人気）
馬単票数 計 556719 的中 �� 19591（5番人気）
ワイド票数 計 614535 的中 �� 39575（2番人気）�� 37726（3番人気）�� 48383（1番人気）
3連複票数 計1670693 的中 ��� 102740（1番人気）
3連単票数 計2215338 的中 ��� 23540（6番人気）

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

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―24．6―36．7―49．9―1：02．9―1：15．7―1：28．2―1：40．5―1：52．3―2：03．8―2：15．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル バ ー ト �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京12着

2011．2．7生 牡4栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 15戦5勝 賞金 63，805，000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。



3203511月14日 雨 稍重 （27京都5）第3日 第11競走 ��
��1，600�第50回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

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

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．2
1：32．3

良
良

813 エアスピネル 牡2栗 55 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482＋ 21：35．9 2．6�
814 シ ュ ウ ジ 牡2鹿 55 岩田 康誠安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 492＋101：36．53� 1．7�
610 ノーブルマーズ 牡2栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 470＋ 21：36．6� 38．0�
57 ナイトオブナイツ 牡2栗 55 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 436＋ 81：37．02� 14．4�
33 � リッチーリッチー 牡2栗 55 A．シュタルケ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 514＋ 81：37．21� 20．2�

（独）

711 ラハトケレブ 牡2鹿 55 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：37．52 51．7	
69 エイシンギガント 牡2黒鹿55 幸 英明�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 474－ 21：37．6クビ 159．3

11 ウインムート 牡2青鹿55 A．アッゼニ�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 476± 0 〃 ハナ 91．3�

（英）

45 テイエムハヤブサ 牡2青鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 438± 0 〃 クビ 34．9�
712 クラウンドジャック 牝2栗 54 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466＋ 61：37．7クビ 213．7
22 デピュティスカイ 牡2鹿 55 北村 友一畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 480＋ 6 〃 ハナ 128．4�
58 � キングライオン 牡2栗 55 池添 謙一ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

486± 01：37．8	 92．6�
46 メイプルキング 牡2鹿 55 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 456＋ 41：37．9� 20．3�
34 ウォーターミリオン 牡2栗 55 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 440－ 81：38．11
 39．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 126，632，900円 複勝： 137，437，500円 枠連： 75，660，900円
馬連： 306，988，400円 馬単： 186，116，300円 ワイド： 128，282，500円
3連複： 408，739，200円 3連単： 883，659，800円 計： 2，253，517，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 310円 枠 連（8－8） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 140円 �� 690円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計1266329 的中 � 381748（2番人気）
複勝票数 計1374375 的中 � 273275（2番人気）� 671210（1番人気）� 44196（6番人気）
枠連票数 計 756609 的中 （8－8） 259379（1番人気）
馬連票数 計3069884 的中 �� 1075822（1番人気）
馬単票数 計1861163 的中 �� 287253（2番人気）
ワイド票数 計1282825 的中 �� 338976（1番人気）�� 36330（9番人気）�� 39134（7番人気）
3連複票数 計4087392 的中 ��� 238637（4番人気）
3連単票数 計8836598 的中 ��� 162974（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．6―49．4―1：01．7―1：13．0―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアスピネル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．12 阪神1着

2013．2．10生 牡2栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 2戦2勝 賞金 43，511，000円
〔発走状況〕 シュウジ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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。

3203611月14日 雨 稍重 （27京都5）第3日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20分（番組第7競走を順序変更） （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
1：21．7
1：21．5

重
不良

47 � メイショウボンロク 牡4栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 490－151：23．9 29．0�
36 ブルーフラッシュ �4芦 57 A．アッゼニ 桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 450－ 61：24．11� 30．6�

（英）

23 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 476－ 4 〃 ハナ 2．4�
24 タマモユウトウセイ 牡4栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B482± 0 〃 クビ 7．3�
59 アダムズアップル 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 518＋ 61：24．2クビ 7．0�
714 スズカシャーマン 牝4芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 460＋ 2 〃 クビ 7．0	
11 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 498－ 41：24．3クビ 10．9

48 ウインクルミラクル 牝4鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 484－ 2 〃 クビ 24．3�
35 ハトマークエース 牡3黒鹿56 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 B472＋ 21：24．72	 8．8�
612� ジャズコンボ 牡4栗 57 森 一馬礒川 正明氏 西村 真幸 新冠 平山牧場 456＋ 21：24．9
 140．6
816 アリエスジューゴー 牡3鹿 56 �島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 492＋10 〃 クビ 70．9�
510� ダンスールクレール �4鹿 57 岩田 康誠 �シルクレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 494＋141：25．11� 29．3�
713 ビタミンエース 牡4鹿 57 藤岡 康太村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 504＋ 41：25．2
 56．9�
12 ブルーガーディアン 牡3黒鹿56 酒井 学 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 482＋201：25．62	 128．8�
611� アグリデジタル 牝4栗 55 柴田 未崎アグリRC 坪 憲章 新冠 高橋 忍 412＋ 41：28．3大差 235．3�
815 フロイデシューネル 牝3鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム 492＋181：28．83 48．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，241，500円 複勝： 74，981，100円 枠連： 40，540，700円
馬連： 159，974，300円 馬単： 73，656，200円 ワイド： 75，681，800円
3連複： 201，225，300円 3連単： 319，237，700円 計： 1，000，538，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 660円 � 680円 � 130円 枠 連（3－4） 4，410円

馬 連 �� 37，870円 馬 単 �� 72，590円

ワ イ ド �� 10，850円 �� 1，540円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 34，370円 3 連 単 ��� 370，900円

票 数

単勝票数 計 552415 的中 � 15202（8番人気）
複勝票数 計 749811 的中 � 21700（8番人気）� 20798（9番人気）� 234864（1番人気）
枠連票数 計 405407 的中 （3－4） 7123（17番人気）
馬連票数 計1599743 的中 �� 3273（63番人気）
馬単票数 計 736562 的中 �� 761（127番人気）
ワイド票数 計 756818 的中 �� 1747（66番人気）�� 12869（18番人気）�� 13325（16番人気）
3連複票数 計2012253 的中 ��� 4391（91番人気）
3連単票数 計3192377 的中 ��� 624（788番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．1―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．3―46．4―58．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウボンロク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アグネスデジタル

2011．4．17生 牡4栗 母 ディープセーマ 母母 リアフォーモサ 9戦1勝 賞金 11，120，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ネオヴァシュラン号
（非抽選馬） 4頭 コンクエストシチー号・スズカチャンプ号・スリーヴェスタ号・ホッコージョイフル号
※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。



（27京都5）第3日 11月14日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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

288，120，000円
4，160，000円
11，900，000円
2，230，000円
26，460，000円
65，102，000円
5，446，200円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
439，486，400円
624，952，300円
251，178，800円
1，065，547，600円
580，501，800円
512，689，600円
1，399，079，800円
2，406，794，500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 7，280，230，800円

総入場人員 15，715名 （有料入場人員 14，509名）
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