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3203711月15日 曇 不良 （27京都5）第4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）

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
1：23．6
1：23．1

重
重

33 ジュエルメッセージ 牝2鹿 54 川田 将雅 �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 450－ 41：25．1 10．4�
67 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 446± 0 〃 クビ 15．1�
22 トップノート 牝2栗 54 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466－ 61：25．31� 3．0�
811 オースミハナチャン 牝2栗 54 小牧 太�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500± 01：25．51� 4．6�
11 アリノマンボ 牝2鹿 54 花田 大昂聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 452－ 41：25．6� 3．0	
810 サトノベリーニ 牝2栗 54 川島 信二里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム 452＋181：25．91� 26．6

55 エイシンシトラス 牝2鹿 54 武 豊�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 438－121：26．11� 7．9�
78 シゲルニジョウサバ 牝2鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 456± 01：26．41� 150．6�
44 ジャーメイン 牝2栗 54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：26．82� 32．0
66 テイエムマケンゲナ 牝2鹿 54 藤岡 康太竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 448－ 21：27．65 60．2�
79 クニサキゴメスタア 牝2栗 54

53 ☆岩崎 翼國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 458± 01：27．91� 338．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，110，400円 複勝： 28，932，700円 枠連： 8，621，900円
馬連： 45，663，500円 馬単： 26，155，500円 ワイド： 25，258，100円
3連複： 62，577，600円 3連単： 99，427，600円 計： 317，747，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 310円 � 310円 � 140円 枠 連（3－6） 5，230円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 10，880円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 620円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 44，880円

票 数

単勝票数 計 211104 的中 � 16102（5番人気）
複勝票数 計 289327 的中 � 19988（5番人気）� 19463（6番人気）� 74858（1番人気）
枠連票数 計 86219 的中 （3－6） 1276（17番人気）
馬連票数 計 456635 的中 �� 5888（19番人気）
馬単票数 計 261555 的中 �� 1802（34番人気）
ワイド票数 計 252581 的中 �� 4693（15番人気）�� 10682（8番人気）�� 11660（7番人気）
3連複票数 計 625776 的中 ��� 9436（18番人気）
3連単票数 計 994276 的中 ��� 1606（140番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．0―12．2―12．7―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルメッセージ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．2 小倉11着

2013．2．16生 牝2鹿 母 レディサファイア 母母 レディブラッサム 4戦1勝 賞金 5，750，000円

3203811月15日 曇 不良 （27京都5）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時30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

35 ロンドンタウン 牡2鹿 55 C．ルメール 薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 506－ 61：11．1 1．3�
22 ゴールデンスランバ 牡2黒鹿55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 438＋ 21：11．63 12．5�
34 ヨ シ オ 牡2鹿 55 岩田 康誠仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460＋ 21：12．02� 8．2�
611 マルクデラポム 牝2青鹿54 川島 信二三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 468－ 21：12．1� 27．8�
46 ア レ ッ チ 牡2鹿 55 松山 弘平手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 468－ 81：12．2� 71．7�
11 コパノスウィープ 牡2栗 55 戸崎 圭太小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 456± 01：12．41� 8．1	
610 ツースターク 牝2鹿 54 太宰 啓介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 440－ 41：13．46 22．4

713 エイシンニバリキ 牡2栗 55 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 484－ 21：13．82� 46．7�
47 ヒデサンエース 牡2栗 55 大下 智井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 436－ 21：13．9クビ 399．8�
58 ホーザンポントス 牡2鹿 55 	島 良太神田 通博氏 武田 博 鹿児島 神田 通博 402－ 21：14．21
 347．7
23 ヨコミニョン 牝2栗 54 田中 健竹本 弘氏 福島 信晴 新ひだか 真歌田中牧場 418－10 〃 クビ 275．1�
814 ゴードンカズマ 牡2鹿 55 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 	川 啓一 506＋ 2 〃 ハナ 39．4�
712 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－ 21：14．3クビ 78．9�
815 サンマルゴージャス 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 458－ 21：15．04 416．5�
59 トリメンダス 牝2鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 バンダム牧場 434± 01：16．610 120．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，693，000円 複勝： 77，426，600円 枠連： 11，871，600円
馬連： 39，832，800円 馬単： 31，335，100円 ワイド： 24，514，100円
3連複： 58，774，200円 3連単： 109，961，400円 計： 377，408，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 190円 � 140円 枠 連（2－3） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 310円 �� 190円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，010円

票 数

単勝票数 計 236930 的中 � 142942（1番人気）
複勝票数 計 774266 的中 � 606644（1番人気）� 24035（4番人気）� 42251（2番人気）
枠連票数 計 118716 的中 （2－3） 14054（3番人気）
馬連票数 計 398328 的中 �� 45555（3番人気）
馬単票数 計 313351 的中 �� 26597（3番人気）
ワイド票数 計 245141 的中 �� 19504（3番人気）�� 40337（1番人気）�� 6576（10番人気）
3連複票数 計 587742 的中 ��� 40468（2番人気）
3連単票数 計1099614 的中 ��� 26458（5番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―35．0―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンドンタウン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．4．22生 牡2鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トリメンダス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月15日まで平地競走

に出走できない。

第５回 京都競馬 第４日



3203911月15日 曇 不良 （27京都5）第4日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時00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

66 セータコローナ 牝2鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488＋ 61：51．7 5．2�
33 ウインランブル 牡2鹿 55 松山 弘平�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 464＋ 21：52．65 3．0�
44 グレートジーピー 牡2黒鹿55 浜中 俊竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 482－ 81：53．02� 6．8�
79 ビームオブホープ 牡2青鹿55 小牧 太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 464－ 41：53．31� 8．8�
22 ロードレグナム 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 502＋201：53．51� 10．1�
78 キングラディウス 牡2栗 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 21：53．6クビ 3．7	
67 ランドストーリア 牡2黒鹿55 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 西村 和夫 452＋ 4 〃 クビ 15．6

55 クールゲンノスケ 牡2鹿 55 和田 竜二川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 486＋ 81：54．45 168．9�
810 テイエムハートダン 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 496＋ 41：54．61 57．5�

11 テイエムパフューム 牝2栗 54
53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 462－ 81：56．5大差 102．4

811 ヤマニンアルルカン 牡2鹿 55 藤岡 康太土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 486＋ 81：58．09 64．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，603，900円 複勝： 24，801，800円 枠連： 10，201，800円
馬連： 44，714，100円 馬単： 25，106，500円 ワイド： 22，917，700円
3連複： 57，213，600円 3連単： 90，055，900円 計： 293，615，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 130円 � 220円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 360円 �� 840円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 11，000円

票 数

単勝票数 計 186039 的中 � 28383（3番人気）
複勝票数 計 248018 的中 � 35298（3番人気）� 60459（1番人気）� 23649（4番人気）
枠連票数 計 102018 的中 （3－6） 13742（3番人気）
馬連票数 計 447141 的中 �� 37876（2番人気）
馬単票数 計 251065 的中 �� 9965（4番人気）
ワイド票数 計 229177 的中 �� 17469（2番人気）�� 6542（12番人気）�� 11396（5番人気）
3連複票数 計 572136 的中 ��� 19846（6番人気）
3連単票数 計 900559 的中 ��� 5931（28番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．7―12．1―12．3―12．8―12．6―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．3―48．4―1：00．7―1：13．5―1：26．1―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3
6，9（7，8）5（2，3，10）－（1，4，11）
6（9，8，4）3（5，10）7－2＝1－11

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

勝馬の
紹 介

セータコローナ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2015．10．25 京都10着

2013．2．5生 牝2鹿 母 シーエスシルク 母母 Remember the Day 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ヤマニンアルルカン号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

3204011月15日 曇 重 （27京都5）第4日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11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
1：32．3
1：32．3

良
良

33 ロ ジ ク ラ イ 牡2黒鹿55 R．ムーア 久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B510－161：36．2 4．3�
（英）

44 ピッツバーグ 牡2鹿 55 武 豊�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 500－ 21：36．41� 3．2�
55 キアロスクーロ 牡2黒鹿55 C．ルメール 水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490± 0 〃 クビ 5．2�
66 ナ デ ィ ー ル 牡2栗 55 和田 竜二�G1レーシング 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：37．25 56．6�
22 グランノーブル 牡2鹿 55 浜中 俊三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 476－ 61：37．41� 10．5�
810 エ イ ム 牡2青鹿55 筒井 勇介ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム B448－ 41：37．82� 32．4	

（笠松）

78 ニホンピロマーク 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 474± 01：37．9� 177．0

11 ダノングランツ 牡2青 55 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 436＋ 4 〃 クビ 5．3�
77 ホロスコープ 牡2鹿 55 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 0 〃 ハナ 5．6�
（英）

89 オ ン ガ エ シ 牡2栗 55 竹之下智昭菅藤 宗一氏 木原 一良 新冠 佐藤牧場 B448－ 21：39．510 239．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，276，500円 複勝： 30，437，700円 枠連： 8，529，000円
馬連： 47，047，900円 馬単： 27，683，000円 ワイド： 24，376，800円
3連複： 60，874，900円 3連単： 105，699，200円 計： 328，925，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 290円 �� 340円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 242765 的中 � 45016（2番人気）
複勝票数 計 304377 的中 � 45875（3番人気）� 76295（1番人気）� 47076（2番人気）
枠連票数 計 85290 的中 （3－4） 8360（2番人気）
馬連票数 計 470479 的中 �� 46337（1番人気）
馬単票数 計 276830 的中 �� 13139（5番人気）
ワイド票数 計 243768 的中 �� 22069（2番人気）�� 17835（5番人気）�� 21437（3番人気）
3連複票数 計 608749 的中 ��� 44565（1番人気）
3連単票数 計1056992 的中 ��� 15489（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．1―59．3―1：11．8―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．9
3 ・（5，10）（1，2）（3，4）（7，8）＝9，6 4 5，10（1，2）（3，4）（7，8）－6－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロ ジ ク ラ イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．9．12 阪神3着

2013．2．22生 牡2黒鹿 母 ドリームモーメント 母母 Dream Ticket 3戦1勝 賞金 6，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3204111月15日 曇 重 （27京都5）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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
1：46．5
1：45．9

良
良

815 キャノンストーム 牡2黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504 ―1：49．5 6．6�

24 ギ モ ー ヴ 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 468 ―1：49．82 4．1�
714 シンゼンドリーム 牡2黒鹿55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 468 ―1：50．01� 44．3�
35 サンライズサーカス 牡2青鹿55 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 506 ―1：50．1クビ 4．5�
611 トーアライジン 牡2芦 55 太宰 啓介高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 500 ―1：50．2� 170．9�
12 エ マ ノ ン 牝2黒鹿54 A．シュタルケ 丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486 ―1：50．41� 20．8	

（独）

713 レッドアルバ 牡2鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 458 ―1：50．5� 9．1

510 シャーマナイト 牡2青鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 日高 下河辺牧場 484 ―1：50．92� 22．5�
612 ステファンバローズ 牡2黒鹿55 蛯名 正義猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 462 ― 〃 ハナ 134．2�
47 クリノウィンザー 牡2鹿 55 R．ムーア 栗本 博晴氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 532 ― 〃 ハナ 9．1

（英）

11 プロジェクト 牡2栗 55 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 新冠 ハシモトフアーム 460 ―1：51．11	 29．7�
59 マ グ レ ブ 牡2鹿 55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 470 ― 〃 クビ 5．1�
23 マテンロウビクサス 牡2鹿 55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 456 ―1：51．52� 32．1�
816 ナガラダンサー 牝2栗 54

53 ☆岩崎 翼長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 大島牧場 422 ― 〃 クビ 250．4�
36 ニホンピロリープ 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 508 ―1：52．45 101．4�
48 アドマイヤフォルム 牡2黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462 ―1：53．89 44．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，296，100円 複勝： 36，347，100円 枠連： 15，143，500円
馬連： 56，994，900円 馬単： 27，788，500円 ワイド： 29，808，300円
3連複： 73，484，500円 3連単： 91，465，900円 計： 359，328，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 190円 � 980円 枠 連（2－8） 1，560円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 730円 �� 4，810円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 28，660円 3 連 単 ��� 118，840円

票 数

単勝票数 計 282961 的中 � 33894（4番人気）
複勝票数 計 363471 的中 � 50611（4番人気）� 58991（2番人気）� 7274（12番人気）
枠連票数 計 151435 的中 （2－8） 7489（7番人気）
馬連票数 計 569949 的中 �� 26870（5番人気）
馬単票数 計 277885 的中 �� 5935（12番人気）
ワイド票数 計 298083 的中 �� 11106（6番人気）�� 1547（50番人気）�� 1631（47番人気）
3連複票数 計 734845 的中 ��� 1923（92番人気）
3連単票数 計 914659 的中 ��� 558（374番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．1―48．3―1：01．0―1：13．2―1：25．5―1：37．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャノンストーム �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．2．18生 牡2黒鹿 母 ティンクルハート 母母 ファレノプシス 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3204211月15日 晴 重 （27京都5）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12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

811 ソルヴェイグ 牝2栗 54 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 ―1：23．3 1．5�

67 トウシンスパーク 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�サトー 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド 412 ―1：23．4� 7．8�
79 ラブリーラッフル 牝2青鹿54 水口 優也�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 442 ―1：24．25 46．5�
78 ブラックインパクト 牝2鹿 54 A．アッゼニ Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 430 ―1：24．41� 10．7�

（英）

11 マーティンクリベー 牡2鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 466 ―1：24．6� 13．9	
22 トーアイザヨイ 牝2鹿 54 蛯名 正義高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 456 ―1：25．02� 53．4

810 サンラポルテ 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 信之氏 松元 茂樹 新冠 競優牧場 434 ―1：25．21� 204．6�
66 ソ ル 牡2鹿 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472 ―1：25．62� 4．9�
55 アクティブバルド 牝2鹿 54 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 422 ―1：25．7� 204．6�
33 シャルマンヒロイン 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 出羽牧場 444 ―1：26．44 88．7
44 ショーオレク 牡2栗 55 浜中 俊吉冨 学氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 452 ―1：28．6大差 30．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，984，900円 複勝： 73，900，800円 枠連： 13，632，000円
馬連： 44，144，300円 馬単： 36，098，300円 ワイド： 23，792，700円
3連複： 56，069，100円 3連単： 128，418，300円 計： 404，040，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 370円 枠 連（6－8） 180円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 260円 �� 840円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 9，250円

票 数

単勝票数 計 279849 的中 � 148419（1番人気）
複勝票数 計 739008 的中 � 562516（1番人気）� 34787（3番人気）� 11669（7番人気）
枠連票数 計 136320 的中 （6－8） 58536（1番人気）
馬連票数 計 441443 的中 �� 67995（2番人気）
馬単票数 計 360983 的中 �� 46349（2番人気）
ワイド票数 計 237927 的中 �� 28075（2番人気）�� 6793（10番人気）�� 1986（24番人気）
3連複票数 計 560691 的中 ��� 9933（15番人気）
3連単票数 計1284183 的中 ��� 10059（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．4―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソルヴェイグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2013．3．4生 牝2栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショーオレク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月15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。



3204311月15日 晴 重 （27京都5）第4日 第7競走 ��
��1，800�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

11 ストロベリーキング �4黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 480＋ 21：50．2 6．4�
816 オイルタウン 牡3栗 55 岩田 康誠山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 456± 0 〃 クビ 11．9�
611	 エアカーディナル 牡4鹿 57 C．ルメール �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482＋ 21：50．3クビ 34．0�
36 タイガークラウン 牡4黒鹿57 蛯名 正義伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 474－101：50．51
 10．7�
35 ハッピーロード �4栗 57 秋山真一郎豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 492－ 41：50．6� 42．2�
612 トウカイパイロ 牡3黒鹿55 岡田 祥嗣内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 460－ 61：50．81 51．4	
48 � エイシンハリケーン �3栗 55 R．ムーア �栄進堂 大久保龍志 米 Glennwood

Farm Inc 524＋12 〃 ハナ 4．3

（英）

24 ダノンアンビシャス 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478＋ 41：51．11 2．8�
23 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 488＋ 81：51．2 67．1�
714 スマイルフォース 牡3鹿 55 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 448± 01：51．83 126．4
47 アイファーマグオー 牡3栗 55 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 500－ 21：51．9� 209．6�
815 エイシンイースト 牡4黒鹿57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 490＋ 41：52．11 14．1�
12 	 オ ヤ カ タ 牡3栗 55 筒井 勇介吉田 勝利氏 西村 真幸 浦河 北俣 牧夫 486＋101：52．31
 220．4�

（笠松）

59 ニシオボヌール 牡3黒鹿55 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B494－ 21：53．36 6．5�
713 マルイチウラノス 牡3栗 55 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 492－ 61：54．47 217．1�
510 テイエムチカラ 牡5栗 57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか ヒサイファーム B526＋ 42：00．5大差 110．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，879，400円 複勝： 43，180，000円 枠連： 18，496，600円
馬連： 75，921，300円 馬単： 36，911，000円 ワイド： 40，338，300円
3連複： 100，171，100円 3連単： 127，456，500円 計： 471，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 380円 � 860円 枠 連（1－8） 1，430円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，710円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 28，180円 3 連 単 ��� 134，110円

票 数

単勝票数 計 288794 的中 � 35678（3番人気）
複勝票数 計 431800 的中 � 69019（2番人気）� 28105（6番人気）� 10982（9番人気）
枠連票数 計 184966 的中 （1－8） 9961（7番人気）
馬連票数 計 759213 的中 �� 17488（12番人気）
馬単票数 計 369110 的中 �� 4887（22番人気）
ワイド票数 計 403383 的中 �� 10487（11番人気）�� 3784（27番人気）�� 2567（34番人気）
3連複票数 計1001711 的中 ��� 2666（71番人気）
3連単票数 計1274565 的中 ��� 689（348番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．9―12．1―12．9―12．7―13．1―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．7―22．1―34．0―46．1―59．0―1：11．7―1：24．8―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．5
1
3

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ストロベリーキング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．11．2 東京1着

2011．4．22生 �4黒鹿 母 ドリームエンブレム 母母 マキシムドリーム 21戦2勝 賞金 35，576，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムチカラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月15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または施行団体名を表示している。

3204411月15日 晴 重 （27京都5）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

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
1：47．8
1：47．8

重
重

711 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 484＋ 41：49．3 2．2�
712 ピグマリオン �6鹿 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 456－ 31：49．4� 41．0�

（独）

610 モ ズ ス タ ー 牡4鹿 57 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 宮内牧場 494± 0 〃 ハナ 15．8�
814 トラキチシャチョウ 牡4鹿 57 和田 竜二 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 504＋101：49．93 7．4�
46 タガノクレイオス 牡3鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋181：50．22 14．5	
57 ビートゴーズオン 牝4栗 55 浜中 俊 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：50．41	 43．9

22 オ ル ナ 牡3鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 514＋ 2 〃 クビ 10．9�
45 ロンギングエース 牡5鹿 57 川島 信二坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B504± 01：51．03� 26．5�
11 ボ ル ド ネ ス 牡3鹿 55 R．ムーア �G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494－ 21：51．32 3．5

（英）

813
 タンスチョキン 牝5鹿 55
54 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 486－ 41：51．51	 142．7�

58 エクセルフラッグ 牡8鹿 57 竹之下智昭橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 526＋ 81：51．71	 121．5�
33 タガノギャラクシー 牡5鹿 57 �島 良太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 540＋141：52．01� 118．0�
69 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 496＋ 21：53．06 33．4�
34 ヒルノデンハーグ 牡3栗 55 酒井 学�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B470－ 81：55．0大差 43．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，635，600円 複勝： 42，712，900円 枠連： 19，168，500円
馬連： 82，199，400円 馬単： 42，573，000円 ワイド： 41，471，700円
3連複： 103，073，600円 3連単： 154，944，700円 計： 518，779，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 630円 � 360円 枠 連（7－7） 3，270円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 780円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 52，560円

票 数

単勝票数 計 326356 的中 � 116840（1番人気）
複勝票数 計 427129 的中 � 153337（1番人気）� 11539（9番人気）� 22459（6番人気）
枠連票数 計 191685 的中 （7－7） 4539（11番人気）
馬連票数 計 821994 的中 �� 18337（11番人気）
馬単票数 計 425730 的中 �� 6874（15番人気）
ワイド票数 計 414717 的中 �� 9566（11番人気）�� 14131（7番人気）�� 2017（43番人気）
3連複票数 計1030736 的中 ��� 5815（39番人気）
3連単票数 計1549447 的中 ��� 2137（158番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．6―12．5―13．3―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．6―34．0―45．6―58．1―1：11．4―1：24．3―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F37．9
1
3
4－9－6（2，10）12（1，3，13）（7，14）11－5－8
4－（6，9，10）12（2，13）（3，14，11）1－5，7＝8

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

勝馬の
紹 介

トップディーヴォ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．10．19 京都3着

2012．2．10生 牡3鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 12戦3勝 賞金 39，844，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒルノデンハーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月15日まで平

地競走に出走できない。
※ピグマリオン号は，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。



3204511月15日 晴 稍重 （27京都5）第4日 第9競走 ��
��2，000�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走14時25分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

22 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 468－ 42：01．0 2．4�
67 レヴィンインパクト 牡2鹿 55 R．ムーア �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 454－102：01．63� 3．7�

（英）

810 アラバスター 牡2芦 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474± 02：01．81� 17．3�
11 クィーンズベスト 牝2鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 クビ 7．4�
44 ジョルジュサンク 牡2栗 55 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 490－ 22：02．01	 8．7	
66 リアルキング 牡2鹿 55 戸崎 圭太杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 518－ 42：02．85 43．0

33 アグネスフォルテ 牡2栗 55 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 444－ 2 〃 クビ 7．6�
811 パールフューチャー 牡2黒鹿55 A．アッゼニ H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 鎌田 正嗣 488－ 22：03．54 13．1�

（英）

55 サトノエトワール 牡2青鹿55 秋山真一郎里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 506－ 42：03．92� 40．0
78 ダンツエイコウ 牡2鹿 55 小牧 太山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 488± 0 〃 ハナ 106．4�
79 
 ハッピーガール 牝2鹿 54 筒井 勇介�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 406－ 62：11．0大差 249．9�

（笠松） （笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，302，500円 複勝： 62，633，000円 枠連： 19，026，600円
馬連： 110，079，600円 馬単： 58，488，200円 ワイド： 51，612，100円
3連複： 130，170，900円 3連単： 230，142，000円 計： 708，454，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 320円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 200円 �� 660円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 463025 的中 � 151620（1番人気）
複勝票数 計 626330 的中 � 191176（1番人気）� 119719（2番人気）� 30465（7番人気）
枠連票数 計 190266 的中 （2－6） 37111（1番人気）
馬連票数 計1100796 的中 �� 197488（1番人気）
馬単票数 計 584882 的中 �� 57363（1番人気）
ワイド票数 計 516121 的中 �� 83345（1番人気）�� 17725（9番人気）�� 11471（15番人気）
3連複票数 計1301709 的中 ��� 38185（8番人気）
3連単票数 計2301420 的中 ��� 20776（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．2―12．1―11．8―12．1―12．0―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―36．8―48．9―1：00．7―1：12．8―1：24．8―1：37．0―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

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 デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．2．9生 牡2鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 2戦2勝 賞金 17，259，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月15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または施行団体名を表示している。

3204611月15日 晴 稍重 （27京都5）第4日 第10競走 ��
��1，600�ドンカスターカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
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

ドンカスター競馬場賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

712 ブラックムーン 牡3鹿 56 R．ムーア Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 494＋ 41：34．9 3．3�
（英）

34 サウンドアプローズ 牡3黒鹿56 武 豊増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 484－ 2 〃 ハナ 6．1�
11 メイクアップ 牡4栗 57 C．ルメール 岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 81：35．0� 6．4�
58 ベステンダンク 牡3栗 56 戸崎 圭太市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 492＋ 2 〃 クビ 4．2�
711 ベアトリッツ 牝5鹿 55 岩田 康誠 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 444－ 21：35．1� 29．6�
45 トップアート 牡4鹿 57 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 452＋ 41：35．2� 14．6	
610 ピンストライプ 牡3青鹿56 松山 弘平 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 524－ 2 〃 ハナ 17．0

22 サンセットスカイ 牡5栗 57 蛯名 正義前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492± 01：35．83� 22．8�
813 ウインガニオン 牡3黒鹿56 A．アッゼニ�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 61：35．9� 23．2�

（英）

69 カピオラニパレス 牡7芦 57 浜中 俊横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 528－ 21：36．11	 9．2
33 タガノバラード 牝4黒鹿55 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 4 〃 クビ 34．8�
57 プラチナテーラー 牝5鹿 55 太宰 啓介中西 浩一氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 478－ 21：37．16 126．3�
814 コスモミレネール 牝6鹿 55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：37．2� 204．0�
46 カ ロ ッ サ ル 牡6鹿 57 酒井 学岡田 牧雄氏 清水 英克 平取 びらとり牧場 500＋ 41：38．26 241．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，577，600円 複勝： 65，865，400円 枠連： 29，327，100円
馬連： 159，212，000円 馬単： 70，437，700円 ワイド： 69，800，400円
3連複： 200，221，900円 3連単： 272，304，600円 計： 911，746，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 210円 � 200円 枠 連（3－7） 870円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 590円 �� 450円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 10，060円

票 数

単勝票数 計 445776 的中 � 105425（1番人気）
複勝票数 計 658654 的中 � 126062（2番人気）� 75737（4番人気）� 80488（3番人気）
枠連票数 計 293271 的中 （3－7） 25867（2番人気）
馬連票数 計1592120 的中 �� 103360（3番人気）
馬単票数 計 704377 的中 �� 26837（4番人気）
ワイド票数 計 698004 的中 �� 30129（5番人気）�� 41603（2番人気）�� 21459（8番人気）
3連複票数 計2002219 的中 ��� 60449（4番人気）
3連単票数 計2723046 的中 ��� 19615（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―11．9―12．0―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．5―47．4―59．4―1：11．3―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡3鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 6戦3勝 賞金 31，929，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目



3204711月15日 晴 稍重 （27京都5）第4日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��2，200�第40回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�

エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 90，000，000円 36，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，000，000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

2：10．0
2：10．0
2：11．2

良
良
良

612 マリアライト 牝4黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 430－102：14．9 15．2�
818 ヌーヴォレコルト 牝4栗 56 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 3．0�
48 タッチングスピーチ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 6．5�
715 ルージュバック 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：15．0	 6．1�
816 スマートレイアー 牝5芦 56 浜中 俊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 〃 クビ 33．2�
23 フーラブライド 牝6鹿 56 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 476－ 2 〃 アタマ 21．9	
817 シュンドルボン 牝4青鹿56 A．アッゼニ�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 498± 02：15．1	 43．2


（英）

12 クイーンズリング 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 456－ 22：15．2クビ 13．2�
（独）

24 リラヴァティ 牝4黒鹿56 秋山真一郎 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458± 02：15．3	 192．1�
47 シャトーブランシュ 牝5鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 74．3
510 ラ キ シ ス 牝5鹿 56 R．ムーア 大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 4．2�

（英）

714 ノボリディアーナ 牝5栗 56 武 豊原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462＋ 42：15．4
 37．0�
11 パワースポット 牝7鹿 56 四位 洋文�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 476± 02：15．6
 164．6�
59 � フェリーチェレガロ 牝5黒鹿56 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486－ 62：15．7	 79．4�
35 タガノエトワール 牝4鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 42：15．8	 41．4�
611 ウインリバティ 牝4黒鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 22：15．9
 63．8�
713 メイショウマンボ 牝5鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492＋ 4 〃 クビ 55．2�
36 リメインサイレント 牝5鹿 56 小牧 太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 498＋ 22：16．11� 159．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 529，635，400円 複勝： 538，486，400円 枠連： 440，242，000円 馬連： 2，099，760，000円 馬単： 950，282，000円
ワイド： 748，977，900円 3連複： 3，193，897，400円 3連単： 5，580，229，400円 5重勝： 573，105，500円 計： 14，654，616，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 320円 � 130円 � 210円 枠 連（6－8） 1，470円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，340円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 23，590円

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

キャリーオーバー なし����� 842，800円

票 数

単勝票数 計5296354 的中 � 277285（6番人気）
複勝票数 計5384864 的中 � 320690（5番人気）� 1538187（1番人気）� 572494（3番人気）
枠連票数 計4402420 的中 （6－8） 231377（7番人気）
馬連票数 計20997600 的中 �� 872104（7番人気）
馬単票数 計9502820 的中 �� 150532（16番人気）
ワイド票数 計7489779 的中 �� 282691（5番人気）�� 134233（14番人気）�� 469883（2番人気）
3連複票数 計31938974 的中 ��� 634063（8番人気）
3連単票数 計55802294 的中 ��� 171428（57番人気）
5重勝票数 計5731055 的中 ����� 476

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―36．1―48．5―1：00．7―1：13．5―1：26．2―1：38．6―1：50．6―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マリアライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．1．11 中山1着

2011．2．19生 牝4黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 13戦5勝 賞金 175，190，000円
〔制裁〕 マリアライト号の騎手蛯名正義は，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。
※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 カノン号
※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。

3204811月15日 晴 重 （27京都5）第4日 第12競走 ��
��1，200�

にしじん

西陣ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．11．15以降27．11．8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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

23 エイシンヴァラー 牡4鹿 55 藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 504± 01：09．8 13．2�
815 ワ デ ィ 牝4栗 54 川田 将雅 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 472＋ 21：09．9� 7．6�
35 キタサンミカヅキ 牡5鹿 55 蛯名 正義�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 524± 0 〃 ハナ 12．8�
48 ブルドッグボス 牡3鹿 56 R．ムーア Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 512± 0 〃 クビ 1．6�

（英）

47 サ ン レ ー ン 牝5鹿 53 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋ 4 〃 アタマ 7．8	

（英）

816 グランプリナイト 牡5黒鹿54 A．シュタルケ�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 510＋ 21：10．21	 31．6

（独）

611
 シュトラール 牡5鹿 55 小牧 太前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer
Hall 476－ 41：10．41� 87．5�

510 サンライズネガノ 牡5芦 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B492－ 4 〃 アタマ 10．7�
713 エリアコンプリート 牡6栗 55 岡田 祥嗣前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 472－ 8 〃 アタマ 29．0
59 アルボナンザ 牝5栗 54 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 472＋ 61：10．5� 30．4�
11 イーグルカザン 牡7鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 518－101：10．6� 234．8�
24 ダンシングミッシー 牝6鹿 52 川島 信二伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 21：10．7クビ 187．4�
714 コアレスキング 牡5鹿 54 酒井 学小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 538－ 4 〃 アタマ 90．0�
12 キンシザイル 牡6鹿 54 松山 弘平若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 506＋ 4 〃 クビ 190．0�
36 タガノミューチャン 牝5鹿 51 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 540＋161：11．01� 108．5�
612 ナリタシーズン 牡8栗 53 高倉 稜�オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 506－ 41：11．32 281．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，420，800円 複勝： 154，778，400円 枠連： 60，656，500円
馬連： 243，241，100円 馬単： 144，692，500円 ワイド： 125，937，700円
3連複： 320，567，400円 3連単： 652，655，400円 計： 1，801，949，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 520円 � 330円 � 470円 枠 連（2－8） 5，010円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 12，280円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，930円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 87，390円

票 数

単勝票数 計 994208 的中 � 59847（6番人気）
複勝票数 計1547784 的中 � 76048（6番人気）� 131737（2番人気）� 84980（5番人気）
枠連票数 計 606565 的中 （2－8） 9375（14番人気）
馬連票数 計2432411 的中 �� 31736（15番人気）
馬単票数 計1446925 的中 �� 8835（32番人気）
ワイド票数 計1259377 的中 �� 20441（15番人気）�� 16642（18番人気）�� 27929（11番人気）
3連複票数 計3205674 的中 ��� 17586（33番人気）
3連単票数 計6526554 的中 ��� 5414（203番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンヴァラー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．12．14 阪神1着

2011．5．12生 牡4鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 9戦5勝 賞金 65，663，000円
〔制裁〕 エイシンヴァラー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100，000円。（被害馬：13

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アースゼウス号・エイシンローリン号・オレニホレルナヨ号・スマートアヴァロン号・テイクファイア号・

ヘアーオブザドッグ号・モンテネオ号・ロードガルーダ号・ローレルベローチェ号
※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



（27京都5）第4日 11月15日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 163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

353，420，000円
15，240，000円
6，790，000円
32，330，000円
64，850，500円
4，904，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
925，416，100円
1，179，502，800円
654，917，100円
3，048，810，900円
1，477，551，300円
1，228，805，800円
4，417，096，200円
7，642，760，900円
573，105，500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
5 重 勝
計 21，147，966，600円

総入場人員 41，257名 （有料入場人員 30，978名）
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