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2807310月23日 曇 良 （28京都4）第7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

46 シゲルオカピ 牡2黒鹿 55
52 ▲荻野 極森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 450－ 41：26．5 7．6�

11 サトノクリエション 牡2栗 55 川田 将雅里見 治氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 1．7�
814 フライングスター 牡2栗 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 506＋ 21：27．67 109．0�
712 キングラズベリー 牡2栗 55 高倉 稜山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 456± 01：27．7クビ 50．0�
59 ビップディオス 牡2栗 55 F．ヴェロン鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 486＋ 21：28．12� 141．1�

（仏）

610 ゴールドシチー 牡2黒鹿55 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 468± 0 〃 クビ 55．5�
34 ジューンスキント 牡2栗 55

53 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 462－ 41：28．41� 20．1	
47 エスシーエイト 牡2栗 55 松若 風馬工藤 圭司氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 474± 0 〃 ハナ 9．1

58 テ ィ ー コ ア 牡2栗 55 岩田 康誠深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 506－ 2 〃 ハナ 75．2�
713 ローズクイーン 牝2鹿 54 古川 吉洋ライオンレースホース� 木原 一良 浦河 モトスファーム 458＋ 41：28．5� 48．6
815 ジ ェ ー ム ス 牡2鹿 55 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新ひだか へいはた牧場 472－ 21：28．6� 112．6�
23 ヤクシャハソロッタ 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 432± 0 〃 アタマ 22．3�
611	 アスターリュート 牡2黒鹿55 北村 宏司加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Charles

H. Deters 528＋ 41：28．91� 4．3�
22 シゲルドラネコ 牡2鹿 55 松山 弘平森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 450± 01：29．53� 178．1�
35 ユキエファルコン 牡2黒鹿55 和田 竜二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 478＋ 61：30．24 39．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，474，300円 複勝： 38，803，100円 枠連： 13，937，200円
馬連： 51，935，600円 馬単： 33，716，600円 ワイド： 32，547，300円
3連複： 79，527，800円 3連単： 120，951，400円 計： 397，893，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 190円 � 110円 � 1，160円 枠 連（1－4） 360円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 390円 �� 6，500円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 15，650円 3 連 単 ��� 86，130円

票 数

単勝票数 計 264743 的中 � 27589（3番人気）
複勝票数 計 388031 的中 � 40335（4番人気）� 168282（1番人気）� 4287（13番人気）
枠連票数 計 139372 的中 （1－4） 29200（1番人気）
馬連票数 計 519356 的中 �� 49011（3番人気）
馬単票数 計 337166 的中 �� 11205（7番人気）
ワイド票数 計 325473 的中 �� 23992（3番人気）�� 1198（48番人気）�� 2389（32番人気）
3連複票数 計 795278 的中 ��� 3811（44番人気）
3連単票数 計1209514 的中 ��� 1018（224番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．2―12．9―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．8―47．0―59．9―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルオカピ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．7．2 中京11着

2014．4．7生 牡2黒鹿 母 ガッツマンテン 母母 ハロースペシャル 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 ローズクイーン号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
〔発走状況〕 アスターリュート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

2807410月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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

34 タガノアンピール 牡2黒鹿55 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 558＋ 61：54．8 4．3�
814 ワイドコマンダー 牡2鹿 55 藤岡 康太幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 502－ 21：54．9� 5．4�
11 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿55 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 450＋ 2 〃 ハナ 1．8�
69 ランドジュピター 牡2鹿 55 F．ヴェロン木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 458± 01：55．32� 139．0�

（仏）

58 メイショウササユリ 牝2黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 490± 01：55．4� 64．7�
22 ブライトクォーツ 牡2鹿 55 蛯名 正義 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 488－ 81：56．35 35．3	
33 ダイヤグラム 牡2鹿 55 田辺 裕信小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 486－121：56．51� 31．9

57 ペ ガ ー ズ 牡2鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 464－ 21：56．71� 28．5�
712 ノーティカルマイル 牡2鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 61：56．8� 10．1
610 ミズデッポウ 牡2栗 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 472＋ 21：57．54 23．6�
711 アムールバローズ 牡2黒鹿55 松若 風馬猪熊 広次氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 506＋ 21：57．92� 77．6�
813 ジューンリーザ 牝2鹿 54

52 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 日高 出口牧場 442＋101：58．11 177．1�
45 メザセテッペン 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 452－ 4 〃 クビ 210．5�
46 ユキノタイガ 牡2芦 55 古川 吉洋村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 482＋ 81：59．37 179．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，348，200円 複勝： 42，087，100円 枠連： 13，484，600円
馬連： 50，551，000円 馬単： 30，868，200円 ワイド： 29，965，500円
3連複： 73，244，300円 3連単： 110，011，700円 計： 375，560，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連（3－8） 1，170円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 300円 �� 170円 �� 190円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 4，230円

票 数

単勝票数 計 253482 的中 � 47082（2番人気）
複勝票数 計 420871 的中 � 68804（2番人気）� 52420（3番人気）� 194065（1番人気）
枠連票数 計 134846 的中 （3－8） 8924（3番人気）
馬連票数 計 505510 的中 �� 38405（3番人気）
馬単票数 計 308682 的中 �� 12662（5番人気）
ワイド票数 計 299655 的中 �� 21275（3番人気）�� 49552（1番人気）�� 41300（2番人気）
3連複票数 計 732443 的中 ��� 114584（1番人気）
3連単票数 計1100117 的中 ��� 18819（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．3―13．4―13．0―12．7―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．8―51．2―1：04．2―1：16．9―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノアンピール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．8．13 新潟7着

2014．2．12生 牡2黒鹿 母 シャドウムーン 母母 エビスファミリー 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔騎手変更〕 ノーティカルマイル号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 ワイドコマンダー号の騎手藤岡康太は，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。
※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４回 京都競馬 第７日



2807510月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時05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

89 セイイーグル 牡2鹿 55 C．ルメール 吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 448－ 41：35．3 10．1�
55 スパイクナード 牝2黒鹿54 武 豊今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 0 〃 クビ 3．4�
44 タマモヒナマツリ 牝2鹿 54 F．ヴェロンタマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 436＋181：35．4クビ 69．4�

（仏）

11 ヴォカツィオーネ 牝2栗 54
51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 436－ 8 〃 クビ 82．5�
66 カ ロ ス 牡2栗 55 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 476± 01：35．61� 4．9�
33 ナンヨーマーズ 牡2鹿 55 浜中 俊中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 448－ 6 〃 クビ 1．9	
77 コパノカーニバル 牡2鹿 55 古川 吉洋小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 谷岡牧場 472－ 41：35．81� 18．8

22 ディセントラ 牝2鹿 54 田辺 裕信�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 41：37．39 19．6�
88 テイクディスワルツ 牝2青鹿54 和田 竜二�岡本牧場 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 454＋201：39．2大差 40．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，589，100円 複勝： 27，351，300円 枠連： 10，547，000円
馬連： 43，357，000円 馬単： 30，728，000円 ワイド： 27，206，600円
3連複： 61，012，800円 3連単： 124，219，800円 計： 350，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 270円 � 150円 � 1，050円 枠 連（5－8） 1，710円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 540円 �� 4，320円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 20，040円 3 連 単 ��� 101，990円

票 数

単勝票数 計 255891 的中 � 20229（4番人気）
複勝票数 計 273513 的中 � 24637（4番人気）� 62632（2番人気）� 4964（8番人気）
枠連票数 計 105470 的中 （5－8） 4753（7番人気）
馬連票数 計 433570 的中 �� 19226（6番人気）
馬単票数 計 307280 的中 �� 5383（17番人気）
ワイド票数 計 272066 的中 �� 14043（5番人気）�� 1546（27番人気）�� 2418（20番人気）
3連複票数 計 610128 的中 ��� 2283（35番人気）
3連単票数 計1242198 的中 ��� 883（196番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―46．8―59．1―1：11．6―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイイーグル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．7 小倉8着

2014．3．2生 牡2鹿 母 テクニカルラン 母母 モ テ ッ ク 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 トーホウドミンゴ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

2807610月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35分 （芝・右）

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

中央レコード
1：20．5
1：20．3

良
良

35 メイショウベルボン 牝2栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 450 ―1：22．6 25．1�
36 シャイニーホーム 牝2黒鹿54 太宰 啓介小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 418 ― 〃 クビ 128．6�
11 ブルドッグギャル 牝2青鹿54 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 388 ―1：22．7� 7．1�
818 カラクレナイ 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 482 ―1：22．8クビ 7．2�
48 レッドフィエルテ 牝2鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 426 ― 〃 ハナ 25．2�
47 グローリファイ 牝2栗 54 武 豊 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 438 ―1：22．9� 78．1	
612 イェーガーオレンジ 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442 ―1：23．0� 6．2

510 エターナルライフ 牝2黒鹿54 福永 祐一 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 436 ― 〃 アタマ 15．7�
23 ア ス テ ィ ル 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 422 ― 〃 ハナ 1．8
714 ミキノタマテバコ 牝2栗 54 和田 竜二谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 492 ―1：23．42� 142．3�
59 ダンツブロケード 牝2栗 54 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 474 ―1：23．5� 164．1�
12 アマノキャロット 牝2青 54 北村 宏司中村 孝氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 460 ― 〃 アタマ 82．3�
713 クリノゼノビア 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 424 ― 〃 アタマ 219．5�
817 パープルミネルバ 牝2鹿 54

52 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 470 ―1：23．71� 137．3�

24 オースミシュエット 牝2栗 54 松若 風馬�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 412 ―1：23．8� 72．4�
715 アンデスクイーン 牝2栗 54 蛯名 正義 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 468 ―1：24．12 36．3�
611 ヤ サ シ サ 牝2鹿 54 F．ヴェロン佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 496 ―1：24．31� 42．4�

（仏）

816 ラグランドルー 牝2鹿 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 浦河 大北牧場 450 ―1：25．36 238．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，330，300円 複勝： 36，578，800円 枠連： 17，811，400円
馬連： 53，778，500円 馬単： 33，145，100円 ワイド： 33，328，600円
3連複： 72，102，200円 3連単： 103，842，500円 計： 386，917，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 490円 � 2，490円 � 240円 枠 連（3－3） 63，320円

馬 連 �� 57，960円 馬 単 �� 98，250円

ワ イ ド �� 13，820円 �� 1，800円 �� 8，690円

3 連 複 ��� 114，560円 3 連 単 ��� 977，730円

票 数

単勝票数 計 363303 的中 � 11556（6番人気）
複勝票数 計 365788 的中 � 19135（6番人気）� 3281（15番人気）� 46735（3番人気）
枠連票数 計 178114 的中 （3－3） 218（36番人気）
馬連票数 計 537785 的中 �� 719（79番人気）
馬単票数 計 331451 的中 �� 253（140番人気）
ワイド票数 計 333286 的中 �� 614（83番人気）�� 4875（16番人気）�� 980（63番人気）
3連複票数 計 721022 的中 ��� 472（198番人気）
3連単票数 計1038425 的中 ��� 77（1396番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．0―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．0―58．7―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．6
3 ・（1，8）14，7（5，9，10）（6，13，12，11）（3，15）（17，18）－2，4，16 4 ・（1，8）14（7，10）（5，9）（6，13）（3，12，11）（17，18，15）（2，4）＝16

勝馬の
紹 介

メイショウベルボン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2014．2．14生 牝2栗 母 メイショウフェーヴ 母母 アルペンローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アマノキャロット号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
※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。



2807710月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

67 � ベストアプローチ 牡2栗 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston
Hall Stud 476 ―2：02．1 5．3�

22 アドマイヤローザ 牝2芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464 ―2：02．2� 28．7�
（アドマイヤゲーム）

33 アオイテソーロ 牝2黒鹿54 武 豊了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510 ―2：02．3クビ 11．0�
55 トップゴーイング 牡2黒鹿55 四位 洋文�コオロ 昆 貢 浦河 福岡 光夫 492 ―2：02．4	 3．3�
78 ライオネルカズマ 牡2鹿 55 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 526 ―2：02．82	 8．2�
79 ラントシャフト 牝2栗 54 丹内 祐次 	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 432 ― 〃 ハナ 88．5

44 メイショウテンシャ 牡2芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470 ― 〃 クビ 7．6�
810 エイシンユニコーン 牡2黒鹿55 和田 竜二	栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 508 ―2：03．11� 32．2�
66 トゥザクラウン 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516 ―2：04．710 3．0
11 タガノフューチャー 牝2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464 ― 〃 クビ 74．4�
811 ウエスタンアッレ 牡2鹿 55

53 △義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 516 ―2：06．08 206．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，299，800円 複勝： 40，375，400円 枠連： 12，080，000円
馬連： 61，105，600円 馬単： 34，198，600円 ワイド： 33，818，300円
3連複： 75，830，800円 3連単： 118，597，100円 計： 419，305，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 410円 � 280円 枠 連（2－6） 3，050円

馬 連 �� 7，330円 馬 単 �� 10，950円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 830円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 12，320円 3 連 単 ��� 79，240円

票 数

単勝票数 計 432998 的中 � 65274（3番人気）
複勝票数 計 403754 的中 � 70299（2番人気）� 21897（7番人気）� 35697（6番人気）
枠連票数 計 120800 的中 （2－6） 3062（11番人気）
馬連票数 計 611056 的中 �� 6458（22番人気）
馬単票数 計 341986 的中 �� 2341（37番人気）
ワイド票数 計 338183 的中 �� 4605（22番人気）�� 10852（12番人気）�� 5759（19番人気）
3連複票数 計 758308 的中 ��� 4613（38番人気）
3連単票数 計1185971 的中 ��� 1085（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．0―49．4―1：01．9―1：14．6―1：26．8―1：38．8―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ベストアプローチ �
�
父 New Approach �

�
母父 Efisio 初出走

2014．4．24生 牡2栗 母 Sant Elena 母母 Argent Du Bois 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アドマイヤローザ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）

2807810月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第6競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走12時55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

33 ウェーブキング 牡4鹿 57 C．ルメール 万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510－ 21：59．7 5．8�
22 ドラゴンバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 510＋ 2 〃 クビ 3．4�
66 � ディープオーパス 牡3芦 55 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz 494－ 2 〃 ハナ 3．5�
55 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 474－ 41：59．8クビ 9．3�
89 オ ル ナ 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 512＋ 42：00．01 3．6�
77 ハッピーロード 	5栗 57 和田 竜二豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 500＋ 42：00．95 12．4	
44 スマイルフォース 牡4鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 62：01．64 51．3

11 セルリアンコスモ 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 520－ 82：02．77 149．6�
88 アルコステラート 牡3鹿 55 太宰 啓介藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 486＋102：06．7大差 63．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，108，600円 複勝： 33，654，300円 枠連： 8，900，200円
馬連： 50，215，100円 馬単： 30，847，600円 ワイド： 30，610，500円
3連複： 66，489，600円 3連単： 121，570，100円 計： 368，396，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 140円 � 130円 枠 連（2－3） 880円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 330円 �� 410円 �� 210円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 261086 的中 � 35910（4番人気）
複勝票数 計 336543 的中 � 45885（4番人気）� 63822（3番人気）� 72818（1番人気）
枠連票数 計 89002 的中 （2－3） 7834（4番人気）
馬連票数 計 502151 的中 �� 40564（4番人気）
馬単票数 計 308476 的中 �� 10225（10番人気）
ワイド票数 計 306105 的中 �� 22407（4番人気）�� 17114（7番人気）�� 42892（1番人気）
3連複票数 計 664896 的中 ��� 62193（2番人気）
3連単票数 計1215701 的中 ��� 14420（18番人気）

ハロンタイム 6．9―12．0―12．3―13．0―12．7―12．1―12．7―12．6―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．9―31．2―44．2―56．9―1：09．0―1：21．7―1：34．3―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
9（6，5）（3，8）（1，2）（4，7）・（9，7）6，3（2，5）4，1，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウェーブキング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．16 京都3着

2012．5．23生 牡4鹿 母 ア リ デ ッ ド 母母 スワンプリンセス 18戦2勝 賞金 27，700，000円
〔騎手変更〕 ディープオーパス号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルコステラート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月23日まで平地

競走に出走できない。



2807910月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第7競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

815 サーティグランド 牡4鹿 57
55 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 506＋101：11．7 4．5�

24 マイネルラック 牡3鹿 55 F．ヴェロン �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 474＋ 41：12．02 21．5�

（仏）

47 ケ イ マ 牡3鹿 55 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 498＋161：12．21� 8．0�
23 アグネスエーデル 牡4鹿 57 武 豊渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 520＋ 6 〃 ハナ 6．5�
713 タガノファサネイト 牡3鹿 55 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 454＋ 41：12．3� 35．6�
510� リッカクロフネ 牡4芦 57 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 472＋ 81：12．4� 113．7	
48 エイシンカーニバル 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482＋ 4 〃 ハナ 2．3

612 ワンダーバイファル 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 470＋ 21：12．61� 140．2�
59 メイショウナガマサ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 522－ 4 〃 アタマ 62．9�
11 シルバーメール 牝3鹿 53 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 438＋101：12．81 15．9
714� アイファーウタオー 牡3黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 B496＋ 81：13．01 127．0�
36 タガノビーンズ 牝5鹿 55 太宰 啓介八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 21：13．1	 74．5�
816 タキオンレディー 牝4栗 55 松山 弘平�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 464± 0 〃 ハナ 11．8�
12 � コパノディール 牝3黒鹿53 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 424＋ 2 〃 ハナ 64．1�
611 マ チ ル ダ 牝5栗 55 古川 吉洋萩 英男氏 福島 信晴 日高 中川 哲也 462－ 81：13．2� 256．2�
35 カネトシブレス 牝3鹿 53 岩田 康誠兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 432＋ 61：15．6大差 41．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，632，500円 複勝： 44，993，900円 枠連： 22，889，600円
馬連： 79，028，100円 馬単： 37，225，300円 ワイド： 43，843，000円
3連複： 106，151，700円 3連単： 139，326，500円 計： 508，090，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 520円 � 260円 枠 連（2－8） 1，060円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 10，060円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 600円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 54，300円

票 数

単勝票数 計 346325 的中 � 61126（2番人気）
複勝票数 計 449939 的中 � 73887（2番人気）� 18636（7番人気）� 45842（4番人気）
枠連票数 計 228896 的中 （2－8） 16692（4番人気）
馬連票数 計 790281 的中 �� 11279（18番人気）
馬単票数 計 372253 的中 �� 2775（32番人気）
ワイド票数 計 438430 的中 �� 7508（17番人気）�� 19938（5番人気）�� 3713（27番人気）
3連複票数 計1061517 的中 ��� 9197（26番人気）
3連単票数 計1393265 的中 ��� 1860（156番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―12．0―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．6―46．6―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．1
3 ・（1，16）8（5，9）12，4（7，14）（2，10）3（6，13）（11，15） 4 ・（1，16）8－9，12（4，7）5（2，10，14）3（11，6，13）15

勝馬の
紹 介

サーティグランド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Green Desert デビュー 2014．11．29 京都11着

2012．4．27生 牡4鹿 母 サ ザ ン カ 母母 Charming Life 19戦2勝 賞金 26，350，000円
〔騎手変更〕 タガノビーンズ号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
〔発走状況〕 タガノファサネイト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アリエスムーン号・ウォーターバオバブ号・シゲルノマオイ号・ライトフォーミー号
※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。

2808010月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第8競走 ��
��1，400�な で し こ 賞

発走13時55分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

714 ハングリーベン 牡2鹿 55 北村 宏司石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 430± 01：25．0 16．8�
48 ゲ キ リ ン 牡2栗 55 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 478－ 41：25．31� 2．8�
612 シゲルベンガルトラ 牡2栗 55 岩田 康誠森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 440＋10 〃 ハナ 43．2�
12 ア ー ド ラ ー 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B462＋101：25．72� 13．8�
510 ビーチマリカ 牝2芦 54 四位 洋文谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470＋ 41：25．8� 3．3�
35 メイショウテンセイ 牡2鹿 55 	島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 
橋本牧場 482＋ 2 〃 アタマ 56．3	
713 ブルベアバブーン 牡2栗 55 幸 英明 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 484＋ 41：26．12 18．1

36 サザンボルケーノ 牡2栗 55 藤岡 康太南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 466－ 41：26．2クビ 16．3�
815� メダーリアフレイム 牡2鹿 55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud 460± 01：26．52 5．8�
816 サ ル タ ー ト 牝2栗 54 福永 祐一 サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：26．71� 21．5�
611 テイエムソッキュウ 牡2青鹿55 川島 信二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 476＋ 4 〃 ハナ 313．0�
59 ラ ソ 牝2黒鹿54 F．ヴェロン西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 428＋ 4 〃 ハナ 40．4�

（仏）

47 マンカストラップ 牡2青鹿55 古川 吉洋ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 468－ 21：26．8クビ 25．1�
11 メイクグローリー 牡2栗 55 小牧 太ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 478± 01：27．65 52．0�
24 ナムラアイドル 牝2鹿 54 和田 竜二奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 458－ 21：28．02� 174．4�
23 セイプレジール 牡2鹿 55 田辺 裕信金田 成基氏 小西 一男 新ひだか へいはた牧場 464－ 61：28．1クビ 134．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，176，900円 複勝： 57，958，100円 枠連： 26，338，100円
馬連： 100，806，600円 馬単： 48，126，100円 ワイド： 56，054，900円
3連複： 131，020，700円 3連単： 166，986，000円 計： 633，467，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 370円 � 160円 � 730円 枠 連（4－7） 1，070円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 920円 �� 4，410円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 22，980円 3 連 単 ��� 157，840円

票 数

単勝票数 計 461769 的中 � 21969（6番人気）
複勝票数 計 579581 的中 � 35694（7番人気）� 128936（1番人気）� 16336（10番人気）
枠連票数 計 263381 的中 （4－7） 18961（3番人気）
馬連票数 計1008066 的中 �� 33348（9番人気）
馬単票数 計 481261 的中 �� 5856（23番人気）
ワイド票数 計 560549 的中 �� 16242（10番人気）�� 3184（48番人気）�� 6426（24番人気）
3連複票数 計1310207 的中 ��� 4276（69番人気）
3連単票数 計1669860 的中 ��� 767（464番人気）

ハロンタイム 11．8―11．4―11．9―12．3―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―23．2―35．1―47．4―59．8―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハングリーベン �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2016．7．2 福島11着

2014．4．12生 牡2鹿 母 サマーコード 母母 スーパーラヴァー 5戦2勝 賞金 20，711，000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。



2808110月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第9競走 ��
��2，000�

き た の

北 野 特 別
発走14時25分 （芝・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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

78 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿55 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 518－ 21：59．3 7．7�
44 ロードヴァンドール 牡3栗 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 4 〃 アタマ 2．3�
77 ラ デ ィ ウ ス 牡5鹿 57 M．デムーロ名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 460－ 21：59．62 7．5�
55 モンドシャルナ 牡5鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：00．02� 16．7�
810	 スズカビスタ 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 476± 02：00．21
 36．0�
66 アドマイヤシーマ 牝5鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 21．5	
22 	 スリーヴェローチェ 牡7鹿 57 田中 健永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 480＋ 62：00．3� 123．4

89 ジャズファンク 牡4鹿 57 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 504＋ 82：00．4クビ 4．8�
11 スワーヴアーサー 牡3鹿 55 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484＋ 42：01．25 6．0�
33 ミッキータイガー 牡6鹿 57 F．ヴェロン野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492－ 22：01．62� 24．5

（仏）

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，780，400円 複勝： 51，497，100円 枠連： 18，945，600円
馬連： 97，337，500円 馬単： 51，525，600円 ワイド： 50，864，300円
3連複： 121，792，300円 3連単： 223，348，900円 計： 659，091，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 130円 � 190円 枠 連（4－7） 420円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 390円 �� 680円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 13，370円

票 数

単勝票数 計 437804 的中 � 45201（5番人気）
複勝票数 計 514971 的中 � 55154（5番人気）� 138672（1番人気）� 61127（4番人気）
枠連票数 計 189456 的中 （4－7） 34625（1番人気）
馬連票数 計 973375 的中 �� 93568（3番人気）
馬単票数 計 515256 的中 �� 16902（8番人気）
ワイド票数 計 508643 的中 �� 34344（3番人気）�� 18004（9番人気）�� 33183（4番人気）
3連複票数 計1217923 的中 ��� 46084（6番人気）
3連単票数 計2233489 的中 ��� 12107（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．3―48．8―1：01．2―1：13．7―1：25．4―1：36．6―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．9
1
3
4，8－1，9（2，10）7（3，5）－6
4（8，1）9（2，7）10，5，3，6

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ジ ュ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．4．23 京都8着

2013．5．15生 牡3青鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 7戦3勝 賞金 29，024，000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。

2808210月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第10競走 ��
��1，200�

かつらがわ

桂川ステークス
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

710 フミノムーン 牡4栗 57 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 450± 01：07．7 9．3�
22 デンコウウノ 牡5鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 502＋ 41：07．91	 25．3�
68 コウエイタケル 牡5鹿 57 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 490＋ 21：08．11	 25．5�
11 キーナンバー 牡3栗 55 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 500± 0 〃 アタマ 6．9�
45 マルヨバクシン 牝4栗 55 川田 将雅野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B504＋14 〃 クビ 4．6�
44 ドラゴンストリート 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 476± 01：08．2クビ 5．5�
56 ダノンルージュ 牝6鹿 55 四位 洋文	ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 ハナ 33．2

812 クードラパン 牝3黒鹿53 池添 謙一 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490－ 61：08．3
 5．6�
813 メイショウブイダン 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 472＋ 8 〃 クビ 45．5
69 モンマックス 牡6鹿 57 田辺 裕信�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 518－ 21：08．4� 106．4�
57 � フィドゥーシア 牝4鹿 55 C．ルメール 前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 476－ 21：08．5クビ 3．8�
711 メイショウスイヅキ 牝3鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 462－ 4 〃 クビ 46．5�
33 カシノワルツ 牝6黒鹿55 松若 風馬柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B446－ 41：08．71 112．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，108，800円 複勝： 72，774，100円 枠連： 34，254，700円
馬連： 155，186，300円 馬単： 70，779，500円 ワイド： 72，982，100円
3連複： 200，807，200円 3連単： 297，896，900円 計： 953，789，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 320円 � 630円 � 610円 枠 連（2－7） 10，880円

馬 連 �� 12，890円 馬 単 �� 21，800円

ワ イ ド �� 4，100円 �� 3，120円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 63，140円 3 連 単 ��� 359，950円

票 数

単勝票数 計 491088 的中 � 41842（6番人気）
複勝票数 計 727741 的中 � 66021（6番人気）� 29130（8番人気）� 30105（7番人気）
枠連票数 計 342547 的中 （2－7） 2439（25番人気）
馬連票数 計1551863 的中 �� 9324（36番人気）
馬単票数 計 707795 的中 �� 2434（65番人気）
ワイド票数 計 729821 的中 �� 4592（41番人気）�� 6078（32番人気）�� 3038（47番人気）
3連複票数 計2008072 的中 ��� 2385（131番人気）
3連単票数 計2978969 的中 ��� 600（714番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．0―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―44．8―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フミノムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2014．10．25 京都1着

2012．3．30生 牡4栗 母 フミノシンデレラ 母母 リ フ ァ ン 15戦5勝 賞金 81，031，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 マルヨバクシン号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。

２レース目



2808310月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第11競走 ��
��3，000�第77回菊 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

内閣総理大臣賞・朝日新聞社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 115，000，000円 46，000，000円 29，000，000円 17，000，000円 11，500，000円
付 加 賞 30，961，000円 8，846，000円 4，423，000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

3：01．0
3：01．0
3：01．0

良
良
良

23 サトノダイヤモンド 牡3鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498－ 23：03．3 2．3�
611 レインボーライン 牡3鹿 57 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 444＋ 23：03．72� 24．9�
713 エアスピネル 牡3栗 57 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 20．5�
36 ディーマジェスティ 牡3鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 482＋ 63：03．8クビ 3．2�
48 ミッキーロケット 牡3鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 43：04．01� 12．2�
24 シュペルミエール 牡3栗 57 北村 宏司 	キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 21．2

818 マウントロブソン 牡3芦 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 83：04．21� 90．9�
11 カフジプリンス 牡3栗 57 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 ハナ 11．7�
47 レッドエルディスト 牡3芦 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 506± 03：04．3クビ 16．3
817 ジュンヴァルカン 牡3鹿 57 M．デムーロ河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋103：04．61	 23．5�
816 プロディガルサン 牡3鹿 57 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 60．8�
510 ウ ム ブ ル フ 牡3青鹿57 浜中 俊 	社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 23：04．92 26．1�
35 ミライヘノツバサ 牡3芦 57 藤岡 康太三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 486－ 23：05．0� 139．8�
714 アグネスフォルテ 牡3栗 57 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 438＋ 43：05．32 182．1�
12 ジョルジュサンク 牡3栗 57 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 510＋ 43：05．72� 144．0�
612 コスモジャーベ 牡3黒鹿57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 466－ 43：06．01	 157．4�
59 イ モ ー タ ル 牡3青鹿57 F．ヴェロン 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522＋ 23：07．48 170．8�
（仏）

715 サトノエトワール 牡3青鹿57 池添 謙一里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B504＋ 23：08．14 164．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 693，530，000円 複勝： 642，056，700円 枠連： 566，811，600円 馬連： 2，196，836，200円 馬単： 1，225，637，200円
ワイド： 917，982，200円 3連複： 3，619，674，700円 3連単： 7，445，382，700円 5重勝： 686，671，000円 計： 17，994，582，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 500円 � 430円 枠 連（2－6） 2，960円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 950円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 17，550円 3 連 単 ��� 69，380円

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

キャリーオーバー なし����� 3，042，210円

票 数

単勝票数 計6935300 的中 � 2398571（1番人気）
複勝票数 計6420567 的中 � 1991481（1番人気）� 242010（8番人気）� 291576（6番人気）
枠連票数 計5668116 的中 （2－6） 148052（10番人気）
馬連票数 計21968362 的中 �� 484181（13番人気）
馬単票数 計12256372 的中 �� 194548（17番人気）
ワイド票数 計9179822 的中 �� 222520（10番人気）�� 255838（9番人気）�� 41558（45番人気）
3連複票数 計36196747 的中 ��� 154641（51番人気）
3連単票数 計74453827 的中 ��� 77791（199番人気）
5重勝票数 計6866710 的中 ����� 158

ハロンタイム 13．0―11．3―11．0―12．4―12．2―12．7―13．6―13．2―12．3―12．7―12．2―12．0―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．3―35．3―47．7―59．9―1：12．6―1：26．2―1：39．4―1：51．7―2：04．4―2：16．6―2：28．6

2，600� 2，800�
―2：40．2―2：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．7―3F34．7
1
�

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

2
	

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2015．11．8 京都1着

2013．1．30生 牡3鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 7戦5勝 賞金 371，562，000円
〔騎手変更〕 ミライヘノツバサ号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ネイチャーレット号
※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。

2808410月23日 曇 良 （28京都4）第7日 第12競走 ��1，200�
お お や ま ざ き

大 山 崎 特 別
発走16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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

58 メイショウワダイコ 牡4鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 538± 01：11．4 4．1�
47 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 466－ 21：11．5� 14．7�
59 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492＋101：11．71� 12．1�
23 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 434＋ 21：11．8クビ 33．1�
815 ディープミタカ 牡5栗 57 浜中 俊深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 41：11．9� 15．1�
11 ラブミークン 牡4栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 492－ 4 〃 アタマ 64．0�
35 コパノリスボン 牡3栗 55 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 506＋ 61：12．0� 4．9	
712 トーセンミッション 牡4栗 57 北村 宏司島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B506＋ 2 〃 ハナ 25．4�
713 タイセイラナキラ 牝3栗 53 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 518＋ 81：12．21	 65．9�
610 シゲルテングダイ 牡3栗 55 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 488＋ 21：12．3クビ 18．5
34 タッチシタイ 牡6栗 57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 492± 01：12．51 50．5�
814 アイファーサラオー 牡4鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 502＋101：12．6� 69．6�
46 クリスタルタイソン 
3黒鹿55 蛯名 正義 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 490＋ 61：12．7� 7．5�
611 ク ー ゲ ル 牡5栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 508＋ 21：12．91	 109．7�
22 キャプテンシップ 牡4鹿 57 川田 将雅玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 522－ 21：13．21� 3．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 94，100，300円 複勝： 114，327，600円 枠連： 60，932，000円
馬連： 236，692，300円 馬単： 101，863，500円 ワイド： 130，448，600円
3連複： 328，899，800円 3連単： 498，656，500円 計： 1，565，920，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 330円 � 350円 枠 連（4－5） 800円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 790円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 40，790円

票 数

単勝票数 計 941003 的中 � 179690（2番人気）
複勝票数 計1143276 的中 � 185983（2番人気）� 84180（5番人気）� 78440（6番人気）
枠連票数 計 609320 的中 （4－5） 58988（2番人気）
馬連票数 計2366923 的中 �� 54847（13番人気）
馬単票数 計1018635 的中 �� 15037（19番人気）
ワイド票数 計1304486 的中 �� 26938（14番人気）�� 43912（6番人気）�� 18498（20番人気）
3連複票数 計3288998 的中 ��� 30525（24番人気）
3連単票数 計4986565 的中 ��� 8862（123番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．4―11．9―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―34．9―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワダイコ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．16 京都11着

2012．5．17生 牡4鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 14戦4勝 賞金 52，301，000円
〔騎手変更〕 ディープミタカ号の騎手藤岡佑介は，第6日第9競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。

５レース目



（28京都4）第7日 10月23日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

413，270，000円
2，530，000円
11，460，000円
46，000，000円
50，060，000円
66，910，000円
4，930，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
1，144，479，200円
1，202，457，500円
806，932，000円
3，176，829，800円
1，728，661，300円
1，459，651，900円
4，936，553，900円
9，470，790，100円
686，671，000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 24，613，026，700円

総入場人員 54，820名 （有料入場人員 52，224名）
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