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3209711月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50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

47 ジ オ ラ マ 牡2栗 55 A．アッゼニ �G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 514＋ 41：26．1 6．5�
（英）

34 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± 01：26．2� 4．7�
611 オールスマイル 牝2青鹿54 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 21：26．41� 9．0�
46 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± 0 〃 クビ 24．8�
59 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 482－ 41：26．71� 4．7�
35 グランプリビッグ 牡2鹿 55 藤岡 康太�グランプリ 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 490－ 41：26．8クビ 16．4	
712 コパノスウィープ 牡2栗 55 吉井 友彦小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 462＋ 61：27．01� 23．8


（笠松）

11 カイソクポリス 牡2鹿 55
52 ▲加藤 祥太小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 478＋ 8 〃 クビ 31．7�

815 オーミリシャール 牡2黒鹿55 国分 優作岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 430＋ 41：27．63� 319．4�
610 アッパーデック 牝2鹿 54

52 △義 英真 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 2 〃 アタマ 48．8

22 ヴィクトリアマンボ 牝2青鹿54 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 448－ 41：28．13 2．9�
713 インカンターレ 牝2栗 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 438＋ 61：28．41� 99．9�
23 エイシンキラウエア 牝2栗 54 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 城地 清満 468－ 6 〃 ハナ 150．5�
814 タガノサリーチャン 牝2黒鹿 54

52 △�島 克駿八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432－101：28．61� 226．7�

58 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± 01：31．3大差 182．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，400，700円 複勝： 34，915，200円 枠連： 10，786，300円
馬連： 53，027，100円 馬単： 31，317，600円 ワイド： 31，980，400円
3連複： 81，093，700円 3連単： 109，292，900円 計： 373，813，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 190円 � 230円 枠 連（3－4） 1，150円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 630円 �� 950円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 22，050円

票 数

単勝票数 計 214007 的中 � 26053（4番人気）
複勝票数 計 349152 的中 � 45871（4番人気）� 50044（3番人気）� 37362（5番人気）
枠連票数 計 107863 的中 （3－4） 7236（6番人気）
馬連票数 計 530271 的中 �� 24104（7番人気）
馬単票数 計 313176 的中 �� 6494（14番人気）
ワイド票数 計 319804 的中 �� 13198（7番人気）�� 8456（11番人気）�� 12095（9番人気）
3連複票数 計 810937 的中 ��� 16534（11番人気）
3連単票数 計1092929 的中 ��� 3592（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．4―47．8―1：00．5―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ オ ラ マ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．11．8 京都4着

2013．5．6生 牡2栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンダリンショコラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月29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。

3209811月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時15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

57 ツーエムレジェンド 牡2栗 55 太宰 啓介水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464＋ 81：35．0 9．8�
813 ステファンバローズ 牡2黒鹿55 菱田 裕二猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 462± 01：35．21� 97．6�
45 レッドヴェルサス 牡2鹿 55 H．ボウマン �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500－ 2 〃 ハナ 3．6�

（豪）

22 クレストシチー 牡2鹿 55 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 470－ 21：35．51� 41．5�
610 オールドラゴン 牡2栗 55

53 △義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 新冠伊藤牧場 422＋ 2 〃 クビ 44．1�
33 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 490－101：35．71� 2．3	
814 イリデッセンス 牝2黒鹿54 藤岡 康太 
シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 2 〃 ハナ 5．2�
46 リョーシンヒナタ 牝2鹿 54 国分 優作梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 458－ 61：36．01� 522．5�
711 マ グ レ ブ 牡2鹿 55 A．アッゼニ �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± 01：36．21� 30．3
（英）

712 セプテンバーダイナ 牝2鹿 54 幸 英明﨑川美枝子氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B506－ 41：36．41� 25．0�

11 デルマチャチャ 牝2鹿 54 高倉 稜浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 492± 0 〃 アタマ 365．4�
69 ドラゴンシュバリエ 牡2芦 55 四位 洋文窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500± 01：36．61� 10．3�
34 アルマスハート 牝2栗 54 松山 弘平馬目 卓氏 北出 成人 新ひだか 片山牧場 444＋ 21：37．02� 110．9�
58 メイショウフウシャ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 462－ 41：37．31� 66．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，127，000円 複勝： 39，380，900円 枠連： 12，146，500円
馬連： 61，318，900円 馬単： 35，721，800円 ワイド： 31，062，800円
3連複： 80，343，700円 3連単： 120，887，400円 計： 406，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 270円 � 1，830円 � 190円 枠 連（5－8） 2，060円

馬 連 �� 39，370円 馬 単 �� 61，580円

ワ イ ド �� 8，090円 �� 590円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 32，150円 3 連 単 ��� 328，250円

票 数

単勝票数 計 261270 的中 � 21293（4番人気）
複勝票数 計 393809 的中 � 39343（4番人気）� 4293（12番人気）� 67885（2番人気）
枠連票数 計 121465 的中 （5－8） 4566（9番人気）
馬連票数 計 613189 的中 �� 1207（48番人気）
馬単票数 計 357218 的中 �� 435（85番人気）
ワイド票数 計 310628 的中 �� 945（46番人気）�� 14500（7番人気）�� 1981（37番人気）
3連複票数 計 803437 的中 ��� 1874（70番人気）
3連単票数 計1208874 的中 ��� 267（524番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．0―11．9―12．0―12．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．0―47．0―58．9―1：10．9―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツーエムレジェンド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．31 京都4着

2013．2．24生 牡2栗 母 プリンセスイブ 母母 ナナイモプリンセス 2戦1勝 賞金 6，100，000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９日



3209911月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （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

811 ロイカバード 牡2黒鹿55 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450－ 21：50．3 1．5�
55 � タニノアーバンシー 牝2黒鹿54 和田 竜二谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 480± 01：50．51 9．3�
810 アズナヴァル 牡2鹿 55 H．ボウマン 前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 61：50．71� 11．1�

（豪）

44 ロードヴァンドール 牡2栗 55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 21：50．8� 18．2�
79 パーシーズベスト 牝2黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448－ 41：51．12 3．6	
67 ラスイエットロス 牝2鹿 54 A．アッゼニ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 414± 01：51．2クビ 31．2

（英）

66 レッドアマビリス 牝2鹿 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B456＋ 61：51．41� 54．0�
33 クラシカルチュチュ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460－101：51．82� 38．4�
78 イッツマイシャウト 牡2栗 55 幸 英明飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 474＋121：51．9	 110．3
11 カ エ サ ル 牡2鹿 55 太宰 啓介坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 466－ 2 〃 クビ 175．7�
22 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 460＋ 21：52．43 372．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，862，100円 複勝： 117，834，100円 枠連： 12，842，700円
馬連： 58，136，500円 馬単： 48，010，900円 ワイド： 36，040，000円
3連複： 89，884，700円 3連単： 177，565，400円 計： 574，176，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 230円 枠 連（5－8） 600円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 260円 �� 340円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 4，350円

票 数

単勝票数 計 338621 的中 � 170486（1番人気）
複勝票数 計1178341 的中 � 859072（1番人気）� 43986（3番人気）� 41059（4番人気）
枠連票数 計 128427 的中 （5－8） 16571（2番人気）
馬連票数 計 581365 的中 �� 60320（2番人気）
馬単票数 計 480109 的中 �� 38361（3番人気）
ワイド票数 計 360400 的中 �� 39348（2番人気）�� 27619（3番人気）�� 8422（10番人気）
3連複票数 計 898847 的中 ��� 41385（5番人気）
3連単票数 計1775654 的中 ��� 29539（10番人気）

ハロンタイム 13．3―11．7―12．0―13．1―13．1―12．9―11．7―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．0―37．0―50．1―1：03．2―1：16．1―1：27．8―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．2
3 4，7（6，5）9（10，11）（2，3，1）－8 4 ・（4，7）5（6，9，11）10（2，3，1）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロイカバード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2015．11．8 京都2着

2013．3．8生 牡2黒鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

3210011月29日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27京都5）第9日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時10分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

88 タニノタキシード 牡5黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 482＋103：35．1 9．0�
11 ドリームハヤテ 牡5鹿 62 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 504＋103：35．31� 5．5�
55 ゴールデンヒーロー �5鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 63：35．51� 3．9�
33 アドマイヤタイシ 牡8黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 23：36．24 2．8�
77 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 難波 剛健田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 486＋12 〃 クビ 36．9	
66 	 トーセンソユーズ 牡4栗 60 五十嵐雄祐島川 
哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 千代田牧場 498± 03：36．41� 8．4�
22 グリッターウイング 牡8栗 60 浜野谷憲尚吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520＋ 43：36．5クビ 9．1�
44 メイショウセイウン 牡4栗 60 植野 貴也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 496＋ 63：36．6� 12．8
89 テーオーゼウス 牡7黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 500± 03：36．92 51．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，469，200円 複勝： 21，928，200円 枠連： 8，700，900円
馬連： 41，380，300円 馬単： 26，175，000円 ワイド： 21，041，800円
3連複： 58，060，700円 3連単： 99，376，100円 計： 295，132，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 210円 � 170円 � 160円 枠 連（1－8） 1，880円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 740円 �� 600円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 23，220円

票 数

単勝票数 計 184692 的中 � 16324（5番人気）
複勝票数 計 219282 的中 � 24261（4番人気）� 34929（3番人気）� 38074（2番人気）
枠連票数 計 87009 的中 （1－8） 3582（9番人気）
馬連票数 計 413803 的中 �� 13535（12番人気）
馬単票数 計 261750 的中 �� 4042（27番人気）
ワイド票数 計 210418 的中 �� 7001（10番人気）�� 8825（8番人気）�� 13105（3番人気）
3連複票数 計 580607 的中 ��� 15214（10番人気）
3連単票数 計 993761 的中 ��� 3102（94番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．0－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノタキシード �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー 2012．10．14 京都2着

2010．5．6生 牡5黒鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ 障害：7戦2勝 賞金 27，500，000円
〔制裁〕 トーセンソユーズ号の騎手五十嵐雄祐は，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。

メイショウセイウン号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



3210111月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時00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

23 ジ ュ エ ラ ー 牝2鹿 54 秋山真一郎青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 494 ―1：48．8 4．1�
815 アドマイヤキズナ 牡2黒鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 458 ―1：49．22� 4．6�
46 ナムラルパン 牡2鹿 55 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 500 ― 〃 クビ 4．5�
35 モズビリーブ 牝2鹿 54 A．アッゼニ �キャピタル・システム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 446 ―1：49．41� 24．4�

（英）

814 サウスオブボーダー 牡2鹿 55 四位 洋文三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 444 ―1：49．71� 9．3�
611 オースミマルス 牡2鹿 55 北村 友一�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 466 ―1：49．8� 22．7	
22 サ ン テ ル モ 牡2鹿 55 武 豊 
サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―1：50．33 4．0�
712 ディープロワイヤル 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482 ―1：50．93� 42．3�
58 エランドールシチー 牡2鹿 55 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか カタオカフアーム 460 ―1：51．11� 48．5
713 デ ス マ ッ チ 牡2鹿 55 酒井 学泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 466 ―1：51．31� 46．7�
11 ナンヨートゥループ 牡2黒鹿55 松山 弘平中村 德也氏 西村 真幸 新冠 村上 欽哉 458 ―1：51．51 72．9�
47 リベリーターン 牝2鹿 54 和田 竜二
バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 488 ―1：51．82 51．8�
610 レッドレスパース 牡2鹿 55

53 △�島 克駿 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 日高 戸川牧場 416 ―1：52．33 34．3�
34 ヒナワジュウ 牡2黒鹿55 中谷 雄太山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 谷岡スタット 552 ―1：53．04 152．7�
59 クリノギムレット 牡2栗 55 国分 恭介栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 426 ―1：54．7大差 241．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，129，400円 複勝： 35，517，800円 枠連： 20，548，700円
馬連： 55，135，000円 馬単： 32，918，900円 ワイド： 31，909，900円
3連複： 75，320，100円 3連単： 102，310，000円 計： 378，789，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連（2－8） 330円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 320円 �� 340円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 6，280円

票 数

単勝票数 計 251294 的中 � 47886（2番人気）
複勝票数 計 355178 的中 � 57372（3番人気）� 71267（1番人気）� 56555（4番人気）
枠連票数 計 205487 的中 （2－8） 48101（1番人気）
馬連票数 計 551350 的中 �� 47337（1番人気）
馬単票数 計 329189 的中 �� 14046（3番人気）
ワイド票数 計 319099 的中 �� 25998（2番人気）�� 23847（3番人気）�� 19197（4番人気）
3連複票数 計 753201 的中 ��� 47199（2番人気）
3連単票数 計1023100 的中 ��� 11798（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―35．4―48．3―1：01．2―1：13．9―1：25．8―1：37．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ エ ラ ー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pistolet Bleu 初出走

2013．1．17生 牝2鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔発走状況〕 クリノギムレット号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 レッドレスパース号の騎手�島克駿は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノギムレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月29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。

3210211月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時30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

68 テイエムジンソク 牡3芦 55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 488＋ 61：52．1 5．4�

33 ロイヤルパンプ 牡3栗 55
54 ☆松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 532＋ 51：52．42 24．6�

56 ニホンピロシナバー 牡3青鹿55 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 496＋ 81：52．93 18．2�
710 オンワードハンター 牡4鹿 57 藤岡 康太樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 462± 01：53．11� 55．4�
44 サンライズアルブル 牡4黒鹿57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 21：53．41	 6．3�
79 メイショウヒマワリ 牝3栗 53 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 488± 01：53．61� 154．2	
812 テイエムトラネコ 牡3芦 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 496＋ 61：54．66 32．8

55 
 ダンスールクレール �4鹿 57 吉井 友彦 �シルクレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：54．7� 18．6�

（笠松）

22 リヴィエール 牝4芦 55
53 △島 克駿杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 474－ 21：54．8� 27．4

11 グレンガイル 牡4鹿 57 松田 大作 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510＋20 〃 ハナ 10．2�
67 � エイシンハリケーン �3栗 55 A．アッゼニ�栄進堂 大久保龍志 米 Glennwood

Farm Inc 526＋ 21：55．01 1．8�
（英）

811 アルマセクレタ 牡4鹿 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 508＋ 21：56．17 53．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，854，500円 複勝： 31，844，000円 枠連： 13，301，600円
馬連： 60，977，300円 馬単： 35，586，200円 ワイド： 30，678，500円
3連複： 77，486，100円 3連単： 126，120，200円 計： 401，848，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 570円 � 400円 枠 連（3－6） 1，670円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，000円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 17，570円 3 連 単 ��� 102，390円

票 数

単勝票数 計 258545 的中 � 37730（2番人気）
複勝票数 計 318440 的中 � 41603（3番人気）� 13035（8番人気）� 19973（5番人気）
枠連票数 計 133016 的中 （3－6） 6148（6番人気）
馬連票数 計 609773 的中 �� 6918（19番人気）
馬単票数 計 355862 的中 �� 2412（33番人気）
ワイド票数 計 306785 的中 �� 4617（20番人気）�� 8150（12番人気）�� 2483（31番人気）
3連複票数 計 774861 的中 ��� 3306（51番人気）
3連単票数 計1261202 的中 ��� 893（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．8―48．6―1：01．5―1：14．3―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジンソク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．3．21 阪神6着

2012．4．21生 牡3芦 母 マイディスカバリー 母母 マイグリーン 5戦2勝 賞金 15，400，000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。



3210311月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時00分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 エイシンバッケン 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 518＋121：23．4 9．7�
47 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 508－ 2 〃 クビ 1．8�
59 ショコラブラン 牡3芦 56 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476＋ 81：24．46 9．4�
12 マーティンオート 牝5鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 498＋ 6 〃 アタマ 60．8�
815 カネトシビバーチェ 牝4鹿 55 武 豊兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 462＋ 61：24．5クビ 6．3	
714� ゴ ー ス ル ー 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 466＋ 41：24．6	 165．3

713� スリーアロー 牝4黒鹿 55

53 △城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 2 〃 ハナ 9．1�
35 カリスマサンスカイ 牡7鹿 57 松田 大作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B544＋101：24．81	 60．8�
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 522＋ 8 〃 クビ 18．9
611 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 H．ボウマン 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466± 01：24．9クビ 33．4�

（豪）

510 シ ン ダ ー ズ 牝3青鹿54 A．アッゼニ 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 464－ 4 〃 クビ 56．3�

（英）

612 トランザムスター 
5鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B564± 01：25．11 59．1�

36 プ ロ ス パ ー 牡4黒鹿57 幸 英明前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502＋ 41：25．2	 14．2�

11 メイショウマサカゼ 
3黒鹿56 北村 友一松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 500± 01：25．62	 237．2�
816 グロシュラライト 牡5黒鹿57 熊沢 重文吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 460＋ 21：26．77 401．5�
48 ラブミークン 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 482＋ 8 〃 アタマ 79．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，698，700円 複勝： 60，626，700円 枠連： 20，190，000円
馬連： 91，250，600円 馬単： 49，971，800円 ワイド： 50，189，100円
3連複： 117，269，600円 3連単： 178，636，600円 計： 606，833，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 200円 � 110円 � 260円 枠 連（2－4） 470円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，700円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 19，130円

票 数

単勝票数 計 386987 的中 � 31893（5番人気）
複勝票数 計 606267 的中 � 58608（4番人気）� 226031（1番人気）� 41133（5番人気）
枠連票数 計 201900 的中 （2－4） 33214（1番人気）
馬連票数 計 912506 的中 �� 102901（2番人気）
馬単票数 計 499718 的中 �� 15954（9番人気）
ワイド票数 計 501891 的中 �� 41681（3番人気）�� 6795（18番人気）�� 25602（4番人気）
3連複票数 計1172696 的中 ��� 30808（9番人気）
3連単票数 計1786366 的中 ��� 6767（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．1―59．0―1：11．2

コーナー
通過順位

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

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 10戦3勝 賞金 30，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔発走状況〕 メイショウマサカゼ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 メイショウマサカゼ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモピーコック号
（非抽選馬） 1頭 サウススターマン号
※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。

3210411月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

812 キングノヨアケ 牡3黒鹿55 武 豊平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 500＋121：58．9 2．0�
56 � ビーチブレイブ 牡5芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B502＋ 21：59．11� 24．5�
44 トゥヴァビエン 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 526± 01：59．2� 24．3�
710� ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿57 太宰 啓介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 478＋10 〃 ハナ 8．7�
67 レッドルグラン 牡3鹿 55 A．アッゼニ �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 516－ 41：59．41 4．7�

（英）

68 ディーセントワーク 牡4黒鹿57 川須 栄彦 	サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 81：59．5	 27．4


811 タイセイバスター 牡5鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 506＋ 61：59．6	 12．9�
79 アイアイエンデバー 牡6黒鹿 57

56 ☆松若 風馬齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 462－ 4 〃 クビ 163．8�
11 ヒロノエンペラー 牡5青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 478－ 42：00．23� 22．7
22 � ブライトエルフ 牝6栗 55

52 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 460＋122：00．3クビ 105．5�

33 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 490＋ 62：00．4	 26．1�
55 エクストレミティー 牡4鹿 57 H．ボウマン P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 516＋202：01．03� 6．5�

（豪）

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，108，300円 複勝： 37，820，100円 枠連： 16，727，700円
馬連： 76，316，000円 馬単： 46，438，400円 ワイド： 41，555，700円
3連複： 99，182，200円 3連単： 161，472，700円 計： 512，621，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 390円 � 330円 枠 連（5－8） 600円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 970円 �� 800円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 11，040円 3 連 単 ��� 37，990円

票 数

単勝票数 計 331083 的中 � 127091（1番人気）
複勝票数 計 378201 的中 � 99328（1番人気）� 19666（7番人気）� 24743（5番人気）
枠連票数 計 167277 的中 （5－8） 21300（2番人気）
馬連票数 計 763160 的中 �� 25417（8番人気）
馬単票数 計 464384 的中 �� 10136（11番人気）
ワイド票数 計 415557 的中 �� 11164（10番人気）�� 13726（7番人気）�� 3358（35番人気）
3連複票数 計 991822 的中 ��� 6736（42番人気）
3連単票数 計1614727 的中 ��� 3081（117番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．0―29．6―42．3―55．1―1：07．4―1：19．6―1：32．2―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングノヨアケ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．9．6 新潟4着

2012．4．30生 牡3黒鹿 母 ナンヨーナイト 母母 マ ロ ー ラ 13戦3勝 賞金 30，020，000円
〔発走状況〕 レッドルグラン号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻5分遅延。
※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。



3210511月29日 晴 良 （27京都5）第9日 第9競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時05分 （芝・右）
牝，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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

33 アドマイヤリード 牝2青鹿54 菱田 裕二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 404± 01：34．7 12．3�
89 カイザーバル 牝2黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472－ 41：34．91� 5．7�
11 サプルマインド 牝2鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 422－ 21：35．0� 2．8�
44 クリノラホール 牝2芦 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 440－ 6 〃 アタマ 18．9�
66 	 コパノディール 牝2黒鹿54 北村 友一小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 418± 01：35．21� 104．5�
78 ワントゥワン 牝2黒鹿54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434＋ 4 〃 クビ 2．4	
22 クラリティーアイズ 牝2栗 54 武 豊 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 456± 01：35．41� 8．4

55 オウケンダイヤ 牝2黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 392＋ 81：36．03� 181．5�
810 フィーユダムール 牝2鹿 54 秋山真一郎窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 432－ 81：36．1� 21．5�
77 
 メ イ サ 牝2黒鹿54 吉井 友彦�ホースケア 坂口 義幸 日高 新生ファーム 420－111：36．84 230．4

（愛知） （笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，618，300円 複勝： 52，081，300円 枠連： 18，963，700円
馬連： 106，168，300円 馬単： 68，188，500円 ワイド： 45，960，900円
3連複： 134，303，900円 3連単： 278，193，800円 計： 756，478，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 260円 � 200円 � 140円 枠 連（3－8） 2，850円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 800円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 25，890円

票 数

単勝票数 計 526183 的中 � 34034（5番人気）
複勝票数 計 520813 的中 � 42909（5番人気）� 63884（3番人気）� 118552（2番人気）
枠連票数 計 189637 的中 （3－8） 5155（11番人気）
馬連票数 計1061683 的中 �� 27404（12番人気）
馬単票数 計 681885 的中 �� 6742（25番人気）
ワイド票数 計 459609 的中 �� 14019（11番人気）�� 21213（7番人気）�� 30393（4番人気）
3連複票数 計1343039 的中 ��� 41850（9番人気）
3連単票数 計2781938 的中 ��� 7788（92番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．4―12．2―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．6―48．0―1：00．2―1：11．7―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．5
3 2，4（5，9）6，8（3，10）1，7 4 ・（2，4）（5，9）（6，8，1）3，10－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤリード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Numerous デビュー 2015．7．11 中京1着

2013．3．18生 牝2青鹿 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 3戦2勝 賞金 17，224，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3210611月29日 曇 良 （27京都5）第9日 第10競走 ��
��1，400�

だ い ご

醍醐ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，26．11．29以降27．11．23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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

89 ダンツキャンサー 牝4黒鹿52 �島 克駿山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 484＋ 81：21．5 12．7�
77 ダイシンサンダー 牡4鹿 57 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 490＋ 81：21．71� 3．3�
44 エリーティアラ 牝3青鹿52 和田 竜二谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B462＋ 81：21．91	 7．6�
33 シンデレラボーイ 牡5鹿 56 A．アッゼニ 田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 504± 01：22．11� 2．9�

（英）

88 オースミナイン 牡5鹿 57 武 豊�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 476＋ 21：22．41	 4．8�
66 スリーカーニバル 牝5鹿 51 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 470＋ 6 〃 クビ 28．7	
22 
 デ ン フ ァ レ 牝8栗 50 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 482－ 21：22．5� 107．7

11 オビーディエント 牡6黒鹿52 幸 英明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 470＋141：22．6クビ 55．2�
55 ジ ル ダ 牝3鹿 52 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 424＋ 2 〃 クビ 7．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，971，100円 複勝： 49，208，100円 枠連： 19，410，400円
馬連： 114，927，500円 馬単： 68，702，500円 ワイド： 48，075，600円
3連複： 134，989，600円 3連単： 279，735，800円 計： 754，020，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 300円 � 150円 � 260円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 690円 �� 850円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 29，960円

票 数

単勝票数 計 389711 的中 � 24361（6番人気）
複勝票数 計 492081 的中 � 36213（6番人気）� 104228（2番人気）� 44485（5番人気）
枠連票数 計 194104 的中 （7－8） 28792（3番人気）
馬連票数 計1149275 的中 �� 46233（9番人気）
馬単票数 計 687025 的中 �� 11132（23番人気）
ワイド票数 計 480756 的中 �� 17843（9番人気）�� 14212（14番人気）�� 22293（7番人気）
3連複票数 計1349896 的中 ��� 23793（18番人気）
3連単票数 計2797358 的中 ��� 6768（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．7―47．3―58．8―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツキャンサー 
�
父 アドマイヤジャパン 

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．10．26 京都1着

2011．2．4生 牝4黒鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 19戦4勝 賞金 66，304，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時41分に変更。
※オビーディエント号は，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。

１レース目



3210711月29日 曇 良 （27京都5）第9日 第11競走 ��
��1，400�オータムリーフステークス

発走15時15分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：21．7
1：21．5

重
不良

44 スーサンジョイ 牡3鹿 55 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 506± 01：23．2 1．5�
77 サクラエール 牡4黒鹿56 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 486＋161：23．41� 7．1�
55 ワンダーコロアール 牡6黒鹿56 勝浦 正樹山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 488＋141：23．61� 24．1�
11 ナガラオリオン 牡6鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 472＋ 61：23．7	 15．1�
22 タイセイファントム 牡7鹿 57 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 462＋16 〃 クビ 19．2�
810
 ベルサリエーレ 牡5鹿 56 太宰 啓介藤田 孟司氏 松下 武士 米 Takeshi

Fujita 490＋ 21：23．8クビ 34．3	
89 オールブラックス 牡6鹿 56 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 504＋221：24．01� 11．1

66 
 タ ー ル タ ン 牡7芦 57 武 豊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 508＋121：24．1� 6．6�
33 エ ア ウ ル フ 牡8栗 57 A．アッゼニ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B488＋ 21：24．31� 31．7�

（英）

78 サンライズブレット 牡7栗 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 486＋ 21：24．51� 143．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，118，500円 複勝： 101，967，800円 枠連： 27，440，400円
馬連： 154，221，300円 馬単： 96，785，500円 ワイド： 62，907，900円
3連複： 186，279，000円 3連単： 455，649，300円 計： 1，140，369，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 320円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 240円 �� 550円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 551185 的中 � 282911（1番人気）
複勝票数 計1019678 的中 � 659287（1番人気）� 74936（2番人気）� 28040（7番人気）
枠連票数 計 274404 的中 （4－7） 45771（1番人気）
馬連票数 計1542213 的中 �� 257726（1番人気）
馬単票数 計 967855 的中 �� 116781（1番人気）
ワイド票数 計 629079 的中 �� 80181（1番人気）�� 27722（6番人気）�� 8543（20番人気）
3連複票数 計1862790 的中 ��� 58577（10番人気）
3連単票数 計4556493 的中 ��� 49436（20番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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 11戦5勝 賞金 87，339，000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。

3210811月29日 曇 良 （27京都5）第9日 第12競走 ��
��1，200�第60回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走16時15分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

京阪電気鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

22 サトノルパン 牡4黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 452－ 21：07．4 15．6�
34 ビッグアーサー 牡4鹿 56 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 522± 0 〃 アタマ 1．5�
59 アースソニック 牡6鹿 56 A．アッゼニ 前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 496± 01：08．03	 20．6�

（英）

11 ベ ル カ ン ト 牝4栗 55 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 490＋ 81：08．1	 5．0�
46 
 エイシンブルズアイ 牡4栗 56 H．ボウマン �栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 470－ 2 〃 クビ 8．0�

（豪）

23 ワキノブレイブ 牡5青鹿56 松若 風馬脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 498＋ 61：08．31	 151．0	
47 アミカブルナンバー 牝6鹿 54 勝浦 正樹池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 ハナ 176．9

610 ウイングザムーン 牝6鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492± 01：08．4クビ 37．5�
713 ベルルミエール 牝4鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 468－ 81：08．5� 36．4
814 サドンストーム 牡6栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 81：08．71� 38．8�
815 フミノムーン 牡3栗 55 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 448＋ 4 〃 クビ 29．6�
611 メイショウツガル 牡7鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 468－ 2 〃 ハナ 310．7�
35 レンイングランド 牡3芦 55 菱田 裕二田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 524＋ 41：08．91� 135．0�
712 コパノリチャード 牡5黒鹿58 古川 吉洋小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B494＋ 21：09．43 42．3�
58 スマートギア 牡10栗 57 太宰 啓介岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 466± 01：09．72 342．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 187，707，400円 複勝： 294，259，200円 枠連： 98，843，200円 馬連： 508，160，600円 馬単： 331，265，100円
ワイド： 250，923，200円 3連複： 714，169，800円 3連単： 1，655，069，500円 5重勝： 688，651，100円 計： 4，729，049，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 270円 � 110円 � 290円 枠 連（2－3） 970円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，300円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 33，650円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／京都11R／東京11R／京都12R

キャリーオーバー なし����� 5，477，900円

票 数

単勝票数 計1877074 的中 � 96002（4番人気）
複勝票数 計2942592 的中 � 125723（4番人気）� 1770000（1番人気）� 115745（5番人気）
枠連票数 計 988432 的中 （2－3） 78858（4番人気）
馬連票数 計5081606 的中 �� 396194（3番人気）
馬単票数 計3312651 的中 �� 64242（11番人気）
ワイド票数 計2509232 的中 �� 154971（3番人気）�� 25321（24番人気）�� 144962（4番人気）
3連複票数 計7141698 的中 ��� 144339（13番人気）
3連単票数 計16550695 的中 ��� 35659（97番人気）
5重勝票数 計6886511 的中 ����� 88

ハロンタイム 12．5―10．7―10．8―10．9―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．0―44．9―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノルパン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．9 京都3着

2011．3．7生 牡4黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 17戦5勝 賞金 127，045，000円
〔制裁〕 サドンストーム号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

３レース目 ５レース目



（27京都5）第9日 11月29日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

284，620，000円
9，160，000円
1，890，000円
26，310，000円
59，229，000円
4，626，800円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
557，065，200円
877，383，400円
279，902，100円
1，381，019，400円
871，082，200円
682，325，800円
1，848，383，100円
3，744，309，700円
688，651，100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
5 重 勝
計 10，930，122，000円

総入場人員 38，715名 （有料入場人員 ）



平成27年度 第5回京都競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，466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

2，434，510，000円
16，640，000円
105，840，000円
24，400，000円
221，840，000円
583，796，000円
42，670，200円
14，073，600円

勝馬投票券売得金
5，389，666，900円
7，556，681，100円
3，278，291，400円
14，879，968，500円
7，737，720，700円
6，702，230，400円
20，428，670，400円
35，438，619，400円
2，894，731，500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 104，306，580，300円

総入場延人員 233，215名 （有料入場延人員 174，329名）
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