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3103711月13日 晴 良 （28京都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）

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

56 メイショウギガース 牡2青鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 464± 01：25．1 6．4�
55 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 480＋ 41：25．73� 4．3�
33 シゲルカモシカ 牡2鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水丸牧場 446＋ 61：26．33� 137．7�
79 マルヨシャバーリー 牡2栗 55 C．ルメール 野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 490＋10 〃 クビ 5．7�
68 ア タ ミ 牡2黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 464＋ 21：26．4� 45．9�
811 シンゼンムサシ 牡2黒鹿55 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 436＋ 2 〃 ハナ 2．6	
710 イージスピューマ 牡2栗 55

53 △城戸 義政眞﨑 修氏 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 456＋ 41：26．82� 9．2

11 ジューンスキント 牡2栗 55 高倉 稜吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 466＋ 41：27．01� 102．7�
22 スターゲイザー 牡2鹿 55 M．バルザローナ 野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 452＋ 21：27．2� 50．6�

（仏）

67 センターシティ 牝2鹿 54 畑端 省吾下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 442＋ 41：27．3� 32．3�
44 バーディーズカフェ 牡2鹿 55 松山 弘平田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 518＋ 21：27．51� 9．6�
812 メイショウヒカル 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 452± 01：28．24 93．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，363，200円 複勝： 30，486，400円 枠連： 11，604，700円
馬連： 47，823，200円 馬単： 25，732，600円 ワイド： 26，721，900円
3連複： 66，964，200円 3連単： 92，040，200円 計： 323，736，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 190円 � 1，980円 枠 連（5－5） 1，380円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 530円 �� 7，700円 �� 6，280円

3 連 複 ��� 41，330円 3 連 単 ��� 138，150円

票 数

単勝票数 計 223632 的中 � 27788（4番人気）
複勝票数 計 304864 的中 � 42259（3番人気）� 49038（2番人気）� 2951（12番人気）
枠連票数 計 116047 的中 （5－5） 6487（4番人気）
馬連票数 計 478232 的中 �� 29268（5番人気）
馬単票数 計 257326 的中 �� 6580（12番人気）
ワイド票数 計 267219 的中 �� 14077（5番人気）�� 851（47番人気）�� 1046（42番人気）
3連複票数 計 669642 的中 ��� 1215（87番人気）
3連単票数 計 920402 的中 ��� 483（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―36．1―48．4―1：00．6―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 5，6（8，12）3（4，11）（2，9）10，1，7 4 5，6（3，8）12（4，11，9）2－（1，10）7

勝馬の
紹 介

メイショウギガース �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．29 京都6着

2014．4．20生 牡2青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 2戦1勝 賞金 5，000，000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。

3103811月13日 晴 良 （28京都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

814 テイエムアニマンテ 牡2青鹿55 松若 風馬竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 478＋ 81：12．5 3．8�
34 レ ン レ ン 牝2栗 54 �島 良太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 456＋ 61：12．6� 10．6�
712 メイショウグジョウ 牡2栗 55 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 462＋ 81：13．55 6．0�
610 スマートダフネ 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 442－ 21：14．13� 18．2�
46 キングレイスター 牡2鹿 55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 480＋ 21：14．2� 157．6�
713 スナークライデン 牡2芦 55 幸 英明杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462± 0 〃 ハナ 5．3�
59 ステラポラーレ 牡2栗 55 国分 恭介藤田 孟司氏 大根田裕之 新ひだか 加野牧場 438－ 41：14．52 211．3	
23 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 452＋ 2 〃 アタマ 236．6

35 スリーサンウェイ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 452＋ 81：14．6クビ 29．6�
47 メイショウハガネ 牡2黒鹿55 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 460＋ 81：15．02� 2．6
815 ベルウッドスバル 牡2黒鹿 55

52 ▲荻野 極鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 484＋ 61：15．42� 22．5�
58 ケイツークローネ 牝2鹿 54 国分 優作楠本 勝美氏 目野 哲也 新冠 オリエント牧場 456± 0 〃 アタマ 64．2�
22 ライヘンバッハ 牡2栗 55 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 414－ 41：15．82� 409．1�
611 サンマルガイア 牝2芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 478－ 41：16．01� 240．8�
11 アイファーサフラン 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 荒谷 輝和 452＋161：16．1クビ 203．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，307，400円 複勝： 24，241，000円 枠連： 12，276，700円
馬連： 42，037，100円 馬単： 22，443，900円 ワイド： 24，619，400円
3連複： 60，513，200円 3連単： 80，950，700円 計： 285，389，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 290円 � 200円 枠 連（3－8） 1，690円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 600円 �� 480円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 20，420円

票 数

単勝票数 計 183074 的中 � 37625（2番人気）
複勝票数 計 242410 的中 � 49057（2番人気）� 17927（5番人気）� 31691（4番人気）
枠連票数 計 122767 的中 （3－8） 5626（7番人気）
馬連票数 計 420371 的中 �� 16377（8番人気）
馬単票数 計 224439 的中 �� 4830（15番人気）
ワイド票数 計 246194 的中 �� 10637（7番人気）�� 13625（6番人気）�� 5416（13番人気）
3連複票数 計 605132 的中 ��� 12118（11番人気）
3連単票数 計 809507 的中 ��� 2874（65番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―11．9―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．7―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムアニマンテ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2016．6．25 阪神8着

2014．4．21生 牡2青鹿 母 セイシンアスリート 母母 フリートスティード 8戦1勝 賞金 7，550，000円
〔発走状況〕 ステラポラーレ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 テイエムアニマンテ号の騎手松若風馬は，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。

第５回 京都競馬 第４日



3103911月13日 晴 良 （28京都5）第4日 第3競走 ��
��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

59 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± 01：21．9 4．9�
24 ハッシュタグ 牡2鹿 55 C．ルメール 石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：22．11� 3．1�
612 テイエムイキオイ 牡2青鹿55 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 458＋ 61：22．31� 7．0�
35 ゴールドハンター 牡2鹿 55 幸 英明居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 37．7�
12 ユアスイスイ 牝2栗 54 川田 将雅ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488－221：22．4	 13．2�
818 ホープフルスター 牡2栗 55 R．ムーア 前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 61：22．5� 4．5�
（英）

715 フォーチュンキセキ 牝2鹿 54 古川 吉洋山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 450＋101：22．6クビ 131．8	
48 アサケハーツ 牡2栗 55 小林 徹弥大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 452＋ 61：22．7	 534．2

611 キタサンボルト 牡2鹿 55 福永 祐一�大野商事 昆 貢 浦河 辻 牧場 492＋ 41：22．8クビ 45．1�
47 スズカブラック 牡2栗 55 国分 優作永井商事 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 472－ 2 〃 クビ 64．4�
713
 アスターリュート 牡2黒鹿55 小牧 太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Charles

H. Deters 534＋ 61：22．9クビ 48．0�
816 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 420＋ 2 〃 ハナ 25．4�
23 クリスタルバブルス 牡2黒鹿55 武 豊 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 452＋ 21：23．32� 15．0�
36 ダンツアムール 牝2青鹿54 浜中 俊山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 422＋ 21：23．51� 16．3�
510 ショウナンサーベル 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 北田 剛 452＋ 4 〃 クビ 299．5�
817 ブ ル ノ 牡2栗 55 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 21：23．71� 522．2�
11 ダブルミステリー 牝2栗 54 蛯名 正義西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 430＋101：23．8	 45．6�
714 レインボータワー 牝2青鹿 54

51 ▲三津谷隼人�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 418± 01：24．01� 341．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，984，100円 複勝： 47，035，400円 枠連： 16，733，600円
馬連： 58，695，400円 馬単： 28，843，400円 ワイド： 38，745，400円
3連複： 89，692，500円 3連単： 99，636，400円 計： 408，366，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 140円 � 180円 枠 連（2－5） 690円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 420円 �� 630円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 10，740円

票 数

単勝票数 計 289841 的中 � 46441（3番人気）
複勝票数 計 470354 的中 � 72550（3番人気）� 97072（1番人気）� 58941（4番人気）
枠連票数 計 167336 的中 （2－5） 18655（2番人気）
馬連票数 計 586954 的中 �� 52480（1番人気）
馬単票数 計 288434 的中 �� 10980（4番人気）
ワイド票数 計 387454 的中 �� 24106（2番人気）�� 15101（5番人気）�� 22338（3番人気）
3連複票数 計 896925 的中 ��� 32087（2番人気）
3連単票数 計 996364 的中 ��� 6722（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―46．5―58．2―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．4
3 ・（1，13）18（2，3，15）16（5，4，12）（6，7，11）8，9，10（14，17） 4 ・（1，13）15，2（3，12）5（4，18）（6，7，16）（8，9，11）14－10，17

勝馬の
紹 介

カラクレナイ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．23 京都4着

2014．4．29生 牝2栗 母 バーニングレッド 母母 レッドチリペッパー 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。

3104011月13日 晴 良 （28京都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）

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
1：32．3
1：32．3

良
良

47 アロンザモナ 牝2鹿 54 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 472 ―1：36．5 7．4�
48 シュクレビジュー 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 426 ―1：36．81� 16．6�
714 メイズオブオナー 牝2鹿 54 武 豊 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 448 ― 〃 アタマ 2．1�
611 エレクトロニカ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 408 ―1：36．9� 5．2�
11 ラ ナ イ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 410 ―1：37．11� 103．9	

715 ルエヴェルロール 牝2黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416 ―1：37．31� 4．8


510 ミ ナ ミ カ ゼ 牝2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 448 ― 〃 クビ 82．0�
818 ストロベリームーン 牝2青鹿54 池添 謙一�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 440 ―1：37．51� 35．5�
816 ミヤジマミー 牝2黒鹿54 M．バルザローナ 曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 下屋敷牧場 470 ― 〃 アタマ 28．8

（仏）

713 ペンデュラム 牝2鹿 54
51 ▲三津谷隼人 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 444 ―1：37．6� 127．5�

36 タンバレジーナ 牝2黒鹿54 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 山際 辰夫 442 ―1：37．92 195．5�
35 マサノカオリ 牝2黒鹿54 小牧 太猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 438 ―1：38．11 195．7�
24 メイショウオヒサマ 牝2黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460 ―1：38．42 91．7�
12 スナークメイファ 牝2鹿 54 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 462 ―1：38．61� 18．4�
817 テイエムシャイン 牝2栗 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか ヒサイファーム 460 ―1：38．81� 251．2�
59 アイアンラスティー 牝2鹿 54 国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 418 ― 〃 クビ 58．5�
23 コトミノタカラ 牝2芦 54 国分 恭介熊田 義孝氏 渡辺 薫彦 新冠 五丸農場 428 ―1：40．07 280．0�
612 テイエムワンダフル 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 多田 善弘 442 ―1：42．6大差 85．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，162，900円 複勝： 30，269，200円 枠連： 17，913，400円
馬連： 47，224，500円 馬単： 27，910，400円 ワイド： 27，338，200円
3連複： 62，002，500円 3連単： 86，231，900円 計： 326，053，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 290円 � 130円 枠 連（4－4） 4，230円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 920円 �� 380円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 25，310円

票 数

単勝票数 計 271629 的中 � 29066（4番人気）
複勝票数 計 302692 的中 � 37239（4番人気）� 20396（5番人気）� 77698（1番人気）
枠連票数 計 179134 的中 （4－4） 3280（12番人気）
馬連票数 計 472245 的中 �� 9580（13番人気）
馬単票数 計 279104 的中 �� 3282（22番人気）
ワイド票数 計 273382 的中 �� 7196（10番人気）�� 20138（2番人気）�� 9177（8番人気）
3連複票数 計 620025 的中 ��� 16183（6番人気）
3連単票数 計 862319 的中 ��� 2470（69番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．5―12．8―12．4―11．8―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．9―49．7―1：02．1―1：13．9―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．4
3 7（9，13）（1，14）（2，10）（5，8）（11，15）（4，17，16，18）－6，3－12 4 7（9，13）（1，14）（10，8）（2，11，15）5（4，17，16，18）－（6，3）＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アロンザモナ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 クリエイター 初出走

2014．3．13生 牝2鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムワンダフル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月13日まで平

地競走に出走できない。
※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 サルサディオーネ号・タガノアメニティー号・ブラックスビーチ号・マダムストーリー号
※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。



3104111月13日 晴 良 （28京都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
1：45．9
1：45．9

良
良

47 グローブシアター 牡2黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438 ―1：48．8 2．6�
713 トルネードアレイ 牡2黒鹿55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444 ―1：49．01� 4．1�
59 ステイオンザトップ 牡2栗 55 M．デムーロ �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 ハナ 4．0�
612 コペルニクス 牡2黒鹿55 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436 ―1：49．21� 8．4�
816 メイショウラプター 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 482 ―1：49．41� 63．4�
714 ブラックスビーチ 牝2鹿 54 M．バルザローナ 山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448 ―1：49．61� 17．5	

（仏）

24 ミッキーロイヤル 牡2鹿 55 R．ムーア 野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 500 ―1：49．7� 11．0

（英）

611 ミスディレクション 牡2黒鹿55 蛯名 正義�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492 ― 〃 クビ 80．4�

817 タガノポムル 牡2栗 55 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464 ―1：49．8クビ 281．8

48 カ ナ イ オ 牡2鹿 55 岩田 康誠守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 496 ― 〃 ハナ 72．0�
35 ミラクルツリー 牝2栗 54 川島 信二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 430 ―1：50．33 126．1�
12 ナムラクッキー 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 様似 林 時春 480 ―1：50．93	 194．2�
23 サルサディオーネ 牝2栗 54 松若 風馬菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 498 ―1：51．0	 128．1�
11 ブラックマイスター 牡2青鹿55 浜中 俊山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 474 ―1：51．74 28．1�
510 レーヴムッシュー 牡2黒鹿55 松田 大作 �二風谷ファーム 千田 輝彦 日高 若林 順一 482 ―1：51．8	 195．6�
815 ウインヒューゲル 牡2栗 55 松山 弘平�ウイン 宮 徹 新ひだか 久米 和夫 478 ―1：51．9	 301．2�
36 ゼットラック 牡2黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星�フォーレスト 宮 徹 浦河 杵臼牧場 472 ―1：52．53	 265．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 38，753，800円 複勝： 36，267，300円 枠連： 14，169，500円
馬連： 60，166，600円 馬単： 34，769，300円 ワイド： 34，427，700円
3連複： 75，386，500円 3連単： 108，266，400円 計： 402，207，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 280円 �� 260円 �� 290円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 387538 的中 � 119226（1番人気）
複勝票数 計 362673 的中 � 80193（1番人気）� 68036（2番人気）� 67035（3番人気）
枠連票数 計 141695 的中 （4－7） 22788（1番人気）
馬連票数 計 601666 的中 �� 66325（2番人気）
馬単票数 計 347693 的中 �� 25248（2番人気）
ワイド票数 計 344277 的中 �� 31098（2番人気）�� 33731（1番人気）�� 29645（3番人気）
3連複票数 計 753865 的中 ��� 79014（1番人気）
3連単票数 計1082664 的中 ��� 25399（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．8―12．7―12．8―12．7―12．2―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．7―48．4―1：01．2―1：13．9―1：26．1―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 16，11（14，17）13，8（10，7）2（4，12）15，3（5，9）1，6 4 ・（16，11，17）（14，13）（8，7）（12，9）－（2，10）（3，5，4）1，15－6

勝馬の
紹 介

グローブシアター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2014．2．14生 牡2黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※サルサディオーネ号・ナムラクッキー号・ブラックスビーチ号は，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。

3104211月13日 晴 良 （28京都5）第4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

712 ス ル タ ー ナ 牝4鹿 55 古川 吉洋�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 488＋ 21：51．7 7．2�
815 スターリーウインド 牝4黒鹿55 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 478＋ 41：52．02 8．0�
814 エヴォリューション 牝5鹿 55

53 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484＋ 21：52．1クビ 7．1�
46 エンパイアブレイク 牝3鹿 53 吉田 豊飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 480＋ 4 〃 ハナ 45．6�
610 アリノマンボ 牝3鹿 53 松山 弘平聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 452－ 8 〃 ハナ 21．0	
34 ヒ ダ ロ マ ン 牝3黒鹿53 太宰 啓介日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 クビ 19．4

58 ジュエルメーカー 牝4黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 514－ 21：52．31� 2．8�
23 エミーズレシピ 牝3鹿 53 川田 将雅ユアストーリー 安田 隆行 浦河 高村牧場 486＋10 〃 クビ 4．4�
11 ジャーマンアイリス 牝3芦 53 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：52．4クビ 15．8
611� サンレイフレンチ 牝5栗 55

52 ▲荻野 極永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 422－ 41：52．93 208．7�
47 クリスタルキャノン 牝3芦 53 松若 風馬飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 B452＋ 2 〃 ハナ 95．6�
713 オースミハナチャン 牝3栗 53 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 490－ 61：53．0� 42．3�
59 ウインクルミラクル 牝5鹿 55

52 ▲坂井 瑠星�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B492＋101：53．74 57．1�
35 アタックガール 牝3青鹿53 池添 謙一長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 422＋ 2 〃 クビ 33．3�
22 � メイショウデコイ 牝4栗 55 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 450＋101：54．97 154．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，955，800円 複勝： 42，216，300円 枠連： 16，662，400円
馬連： 63，985，900円 馬単： 30，467，000円 ワイド： 40，270，500円
3連複： 91，200，600円 3連単： 107，711，700円 計： 419，470，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 290円 � 200円 枠 連（7－8） 970円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 640円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 39，430円

票 数

単勝票数 計 269558 的中 � 29919（4番人気）
複勝票数 計 422163 的中 � 44601（4番人気）� 34682（5番人気）� 59621（3番人気）
枠連票数 計 166624 的中 （7－8） 13222（4番人気）
馬連票数 計 639859 的中 �� 13447（13番人気）
馬単票数 計 304670 的中 �� 3216（28番人気）
ワイド票数 計 402705 的中 �� 7065（15番人気）�� 16829（6番人気）�� 11960（9番人気）
3連複票数 計 912006 的中 ��� 11917（16番人気）
3連単票数 計1077117 的中 ��� 1980（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．4―48．9―1：01．4―1：13．8―1：26．0―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ル タ ー ナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．6．14 函館1着

2012．3．18生 牝4鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 8戦3勝 賞金 26，287，000円



3104311月13日 晴 良 （28京都5）第4日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （芝・右・外）

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
2：22．6
2：22．1

良
良

58 シ ョ パ ン 牡3黒鹿55 川田 将雅窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462－142：25．7 5．8�
814 ロ ラ イ マ 牡3鹿 55 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456＋10 〃 クビ 5．5�
815 ヴァフラーム 牝4鹿 55 M．バルザローナ 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 アタマ 24．7�

（仏）

35 フ ォ ン ス 牡3黒鹿55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋ 22：25．91 8．9�

23 ニホンピロカーン 牡3鹿 55 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462± 0 〃 ハナ 28．6	
59 ショウボート 牡4栗 57 R．ムーア 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 クビ 2．8


（英）

713 ストンライティング 牡3鹿 55
52 ▲荻野 極石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 436－ 42：26．11 22．4�

712 カレンラストショー 牡4栗 57 岩田 康誠鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 アタマ 27．8�
34 ヨ カ グ ラ �3栗 55 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482＋ 22：26．2クビ 88．0
611 プロジェクト 牡3栗 55 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 42：26．41� 30．5�
22 リッチガール 牝4栗 55 古川 吉洋吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 62：26．93 216．3�
11 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 496＋ 42：27．0� 43．8�
47 ヴァーサトル 牡4黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 498－ 2 〃 クビ 34．5�
46 サクレディーヴァ 牝3芦 53 M．デムーロ K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 504－ 8 〃 アタマ 5．7�
610� ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 494＋ 82：30．2大差 435．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，272，700円 複勝： 52，250，200円 枠連： 21，931，500円
馬連： 79，856，500円 馬単： 37，036，000円 ワイド： 46，619，300円
3連複： 105，765，900円 3連単： 129，314，000円 計： 509，046，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 200円 � 570円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，970円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 10，880円 3 連 単 ��� 37，450円

票 数

単勝票数 計 362727 的中 � 49199（4番人気）
複勝票数 計 522502 的中 � 79767（2番人気）� 74011（3番人気）� 18919（10番人気）
枠連票数 計 219315 的中 （5－8） 39002（1番人気）
馬連票数 計 798565 的中 �� 40244（4番人気）
馬単票数 計 370360 的中 �� 8750（8番人気）
ワイド票数 計 466193 的中 �� 23805（4番人気）�� 5859（27番人気）�� 5973（25番人気）
3連複票数 計1057659 的中 ��� 7290（37番人気）
3連単票数 計1293140 的中 ��� 2503（100番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．5―13．1―13．0―12．7―12．8―12．1―11．6―11．9―11．1―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�
12．6―24．1―35．6―48．7―1：01．7―1：14．4―1：27．2―1：39．3―1：50．9―2：02．8―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．8
1
3
1，12（5，13）6（2，7，15）（8，4）14－3，9（10，11）・（4，15）1（12，7，14）（5，13）6（2，8）3，9（10，11）

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

勝馬の
紹 介

シ ョ パ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．12．20 阪神5着

2013．4．23生 牡3黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール 7戦2勝 賞金 19，438，000円
※ヴァフラーム号は，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。

3104411月13日 晴 良 （28京都5）第4日 第8競走 ��
��2，000�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走13時55分（番組第9競走を順序変更） （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 140，000円 40，000円 20，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

44 タガノアシュラ 牡2黒鹿55 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506＋102：01．9 4．5�

55 トリコロールブルー 牡2青鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：02．21� 4．0�
22 エスケークラウン 牡2青 55 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 486－ 62：03．05 14．1�
11 コロナシオン 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 456± 02：03．1� 1．4�
33 シゲルボブキャット 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 450＋ 22：03．63 41．8�

（5頭）

売 得 金
単勝： 53，224，700円 複勝： 85，108，500円 枠連： 発売なし
馬連： 49，563，100円 馬単： 52，836，900円 ワイド： 19，547，700円
3連複： 58，828，800円 3連単： 268，594，800円 計： 587，704，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 400円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 210円 �� 270円 �� 220円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 4，250円

票 数

単勝票数 計 532247 的中 � 92797（3番人気）
複勝票数 計 851085 的中 � 83037（3番人気）� 93790（2番人気）
馬連票数 計 495631 的中 �� 55125（3番人気）
馬単票数 計 528369 的中 �� 28038（7番人気）
ワイド票数 計 195477 的中 �� 24128（3番人気）�� 16795（6番人気）�� 23597（4番人気）
3連複票数 計 588288 的中 ��� 74236（3番人気）
3連単票数 計2685948 的中 ��� 45743（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．2―12．0―12．5―13．2―12．2―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―36．7―48．7―1：01．2―1：14．4―1：26．6―1：38．4―1：50．0

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
4＝2，3，5，1
4＝（2，3）－5－1

2
4
4＝2，3－5，1
4－2－（3，5）－1

勝馬の
紹 介

タガノアシュラ 	


父 マンハッタンカフェ 	



母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．7．10 函館1着

2014．3．17生 牡2黒鹿 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 3戦2勝 賞金 17，140，000円
※出走取消馬 ダイシンクイント号（疾病〔感冒〕のため）



3104511月13日 晴 良 （28京都5）第4日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （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

713 サンライズアルブル 牡5黒鹿 57
54 ▲坂井 瑠星松岡 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 482± 01：51．3 73．7�
611 ケルティックソード 牡3栗 55 R．ムーア 吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 494± 0 〃 ハナ 2．5�

（英）

815 サンタエヴィータ 牝5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 21：51．4� 3．8�

816 ザイディックメア 牡4鹿 57 武 豊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 クビ 13．7�
59 コパノチャーリー 牡4栗 57 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 506－ 41：51．5クビ 13．1�
35 テイエムテツジン 牡4栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 460＋10 〃 ハナ 14．3	
23 ウェーブキング 牡4鹿 57 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510± 01：51．71	 21．9

36 ワンパーセント 牡3栗 55 蛯名 正義島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 21：51．8� 6．0�
11 スズカウラノス 牡7鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 476＋ 4 〃 アタマ 92．6
12 キングブレイク 牡7栗 57 小牧 太阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 532＋121：52．01	 66．0�
24 トウケイワラウカド 牡3鹿 55 四位 洋文木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482＋ 21：52．1クビ 10．1�
510 コウユーアンドレ 牡6鹿 57 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 470＋ 41：52．2� 98．4�
47 アグネスアーニャ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 492－ 21：52．51
 232．7�
714� セルリアンラビット 牡7鹿 57 松若 風馬�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 456＋141：52．71	 228．7�
48 � セプティエーム 牡4芦 57 松山 弘平吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

494＋121：52．8
 117．6�
612 トゥヴァビエン 牡6黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 528－ 61：54．18 92．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，681，200円 複勝： 51，579，300円 枠連： 29，236，000円
馬連： 98，735，000円 馬単： 45，404，700円 ワイド： 52，512，200円
3連複： 132，345，300円 3連単： 179，103，900円 計： 625，597，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，370円 複 勝 � 1，120円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 6，430円

馬 連 �� 8，480円 馬 単 �� 30，050円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 3，140円 �� 300円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 133，310円

票 数

単勝票数 計 366812 的中 � 3980（10番人気）
複勝票数 計 515793 的中 � 7158（12番人気）� 117430（1番人気）� 110492（2番人気）
枠連票数 計 292360 的中 （6－7） 3519（16番人気）
馬連票数 計 987350 的中 �� 9016（26番人気）
馬単票数 計 454047 的中 �� 1133（70番人気）
ワイド票数 計 525122 的中 �� 4422（27番人気）�� 3900（32番人気）�� 53470（1番人気）
3連複票数 計1323453 的中 ��� 9766（37番人気）
3連単票数 計1791039 的中 ��� 974（372番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．7―12．6―12．7―12．4―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．7―49．3―1：02．0―1：14．4―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3
9，11，2，13－4（3，8）－（7，16）（1，6，15）（12，14）（5，10）・（9，11）（2，13）（3，4）－（1，7，8，16）（6，15）12（5，10）14

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

勝馬の
紹 介

サンライズアルブル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．8．25 小倉7着

2011．1．15生 牡5黒鹿 母 ラブリープリンセス 母母 ラブリーサンライズ 25戦3勝 賞金 43，460，000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。
（非当選馬） 1頭 スリーアロー号
※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。

3104611月13日 晴 良 （28京都5）第4日 第10競走 ��
��2，000�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．11．14以降28．11．6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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

813� ストロングタイタン 牡3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 524＋ 21：58．6 2．6�

69 ショウナンバーキン 牝6青 51 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 478－ 21：58．7� 14．6�
68 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿53 M．バルザローナ 杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 524＋ 61：58．8クビ 7．8�

（仏）

710 シャドウウィザード 	6黒鹿55 R．ムーア 飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 486＋ 21：58．9� 7．6�
（英）

812 バ イ ガ エ シ 牡4黒鹿56 M．デムーロ菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 516＋ 61：59．11
 3．4�
45 サンライズタイセイ 牡6鹿 55 C．ルメール 松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 480－ 2 〃 クビ 41．4	
44 ブレイクザポケット 牡4鹿 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 21：59．31
 15．5

22 リスペクトアース 牡3黒鹿53 幸 英明 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 544＋ 2 〃 ハナ 13．7
33 カ ゼ ル タ 牝4栗 53 武 豊吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：59．4クビ 43．4�
711 クラウディオス 	6栗 53 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：59．61� 64．4�
11 キングストーン 牡5鹿 55 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498－ 42：00．02� 24．8�
57 アドマイヤオウジャ 牡6鹿 53 松山 弘平近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 アタマ 138．2�
56 グッドスピリッツ 	5鹿 53 岩田 康誠杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 452＋122：02．5大差 101．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，916，900円 複勝： 68，738，700円 枠連： 38，892，900円
馬連： 154，484，900円 馬単： 69，450，900円 ワイド： 74，173，500円
3連複： 203，215，000円 3連単： 295，902，400円 計： 960，775，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 260円 � 220円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 690円 �� 490円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 19，980円

票 数

単勝票数 計 559169 的中 � 166570（1番人気）
複勝票数 計 687387 的中 � 175315（1番人気）� 55075（5番人気）� 69651（4番人気）
枠連票数 計 388929 的中 （6－8） 67914（2番人気）
馬連票数 計1544849 的中 �� 50942（7番人気）
馬単票数 計 694509 的中 �� 15821（11番人気）
ワイド票数 計 741735 的中 �� 27425（6番人気）�� 40817（3番人気）�� 16324（16番人気）
3連複票数 計2032150 的中 ��� 35891（11番人気）
3連単票数 計2959024 的中 ��� 10736（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．4―47．0―58．8―1：10．8―1：22．4―1：34．0―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングタイタン �
�
父 Regal Ransom �

�
母父 Tiznow デビュー 2015．8．30 小倉1着

2013．3．22生 牡3鹿 母 Titan Queen 母母 Ensnare 7戦4勝 賞金 54，561，000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



3104711月13日 晴 良 （28京都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41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 93，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，300，000円
付 加 賞 3，192，000円 912，000円 456，000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
2：09．9
2：11．2

良
良
良

23 クイーンズリング 牝4黒鹿56 M．デムーロ吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 460＋102：12．9 6．1�
59 シングウィズジョイ 牝4青鹿56 C．ルメール �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 61．6�
11 ミッキークイーン 牝4鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442＋102：13．11� 3．6�
815 パールコード 牝3青鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 504－ 42：13．2	 8．4�
713 プリメラアスール 牝4黒鹿56 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 500＋ 82：13．41� 102．9	
22 マリアライト 牝5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 432－ 82：13．5
 3．1

610 シュンドルボン 牝5青鹿56 吉田 豊�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 498－10 〃 同着 18．9�
58 タッチングスピーチ 牝4鹿 56 R．ムーア �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：13．71� 6．2�

（英）

47 マキシマムドパリ 牝4芦 56 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 クビ 28．8
712 アスカビレン 牝4鹿 56 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470＋ 4 〃 ハナ 54．2�
611 デンコウアンジュ 牝3黒鹿54 松山 弘平田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 446＋ 42：13．91� 51．6�
35 メイショウマンボ 牝6鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488＋ 42：14．0	 74．6�
34 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 22：14．1
 31．0�
46 プロレタリアト 牝5鹿 56 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B428－ 22：14．42 105．6�
814 シ ャ ル ー ル 牝4栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 22：14．61 55．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 523，311，200円 複勝： 555，646，000円 枠連： 450，328，800円 馬連： 1，940，868，300円 馬単： 922，476，200円
ワイド： 749，227，900円 3連複： 3，138，935，900円 3連単： 5，972，138，200円 5重勝： 665，174，600円 計： 14，918，107，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 1，200円 � 150円 枠 連（2－5） 720円

馬 連 �� 13，710円 馬 単 �� 22，570円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 520円 �� 4，640円

3 連 複 ��� 20，680円 3 連 単 ��� 158，930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����� 1，127，410円

票 数

単勝票数 計5233112 的中 � 682310（3番人気）
複勝票数 計5556460 的中 � 628623（3番人気）� 85487（12番人気）� 1246779（1番人気）
枠連票数 計4503288 的中 （2－5） 480029（3番人気）
馬連票数 計19408683 的中 �� 109703（33番人気）
馬単票数 計9224762 的中 �� 30641（56番人気）
ワイド票数 計7492279 的中 �� 50330（33番人気）�� 400104（6番人気）�� 39610（40番人気）
3連複票数 計31389359 的中 ��� 113821（60番人気）
3連単票数 計59721382 的中 ��� 27243（403番人気）
5重勝票数 計6651746 的中 ����� 413

ハロンタイム 12．5―11．2―12．8―12．7―12．6―12．6―12．5―11．9―11．5―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―36．5―49．2―1：01．8―1：14．4―1：26．9―1：38．8―1：50．3―2：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．1
1
3
13（5，15）（9，14）7，1，2（3，4，6）（8，10，12）11
13，5（9，15）14（1，7）2（3，4，6）（8，10）－（12，11）

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

勝馬の
紹 介

クイーンズリング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Anabaa デビュー 2014．12．21 中山1着

2012．5．25生 牝4黒鹿 母 アクアリング 母母 シ ー リ ン グ 13戦6勝 賞金 321，766，000円
〔制裁〕 シャルール号の騎手福永祐一は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・6番）
※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。

3104811月13日 曇 良 （28京都5）第4日 第12競走 ��
��1，400�ドンカスターカップ

発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．11．14以降28．11．6まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

59 イーデンホール 牡4栗 55 M．バルザローナ�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 488－ 41：23．8 7．2�
（仏）

35 キタサンサジン 牡4栗 57 吉田 豊�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 526－ 2 〃 クビ 17．5�
24 サンライズウェイ 牡6栗 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466± 01：23．9� 187．6�
713 ラインシュナイダー 牡4鹿 56 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 464＋ 41：24．11� 3．6�
48 スワーヴカイザー 	5青 56 岩田 康誠�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 530－ 41：24．2クビ 26．5	
11 
 クレアドール 牝5青鹿51 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 506－ 81：24．3� 86．6

714 アダムズアップル 牡5鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 510－ 4 〃 ハナ 120．7�
36 コウエイエンブレム 牡3栗 56 R．ムーア 伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 520± 0 〃 ハナ 3．1�

（英）

816 ロスヴァイセ 牝5黒鹿53 福永 祐一 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468－16 〃 クビ 25．1
815 モアザンイナフ 牡4黒鹿54 森 一馬宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 454＋ 21：24．4クビ 45．3�
47 ロードヴォルケーノ 牡5鹿 56 蛯名 正義 �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 474－22 〃 クビ 36．7�
23 キャプテンシップ 牡4鹿 57 国分 恭介玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 528＋ 61：24．5クビ 22．4�
611 オイルタウン 牡4栗 53 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 472＋ 4 〃 ハナ 162．9�
612 キセキノツヅキ 牡3鹿 54 松田 大作 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 5．8�
510 ウインオスカー 牡3鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B502－ 2 〃 ハナ 13．6�
12 パッシングブリーズ 牡5鹿 54 小牧 太三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 502＋161：24．71� 91．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 100，676，900円 複勝： 125，592，800円 枠連： 62，124，000円
馬連： 249，509，900円 馬単： 109，319，800円 ワイド： 133，503，500円
3連複： 343，305，900円 3連単： 518，029，600円 計： 1，642，062，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 320円 � 430円 � 3，260円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 11，020円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 18，660円 �� 28，600円

3 連 複 ��� 306，150円 3 連 単 ��� 1，114，450円

票 数

単勝票数 計1006769 的中 � 110935（4番人気）
複勝票数 計1255928 的中 � 113967（4番人気）� 78929（5番人気）� 8829（16番人気）
枠連票数 計 621240 的中 （3－5） 69663（2番人気）
馬連票数 計2495099 的中 �� 31638（22番人気）
馬単票数 計1093198 的中 �� 7440（39番人気）
ワイド票数 計1335035 的中 �� 18048（22番人気）�� 1826（85番人気）�� 1190（103番人気）
3連複票数 計3433059 的中 ��� 841（320番人気）
3連単票数 計5180296 的中 ��� 337（1482番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．3―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．8―47．1―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 5，10－（6，3）（15，16，13）（9，12）（2，8，7）（1，14）（11，4） 4 ・（5，10）（6，3，13，9）12（15，16，7）（2，8，14）（11，1，4）

勝馬の
紹 介

イーデンホール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌4着

2012．2．27生 牡4栗 母 シーリーコート 母母 シ ー リ ー ル 17戦4勝 賞金 48，391，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アナザーバージョン号・オーミアリス号・サントノーレ号・トーコーグリーン号・ミキノグランプリ号
（非抽選馬） 8頭 アイファーサラオー号・オホーツク号・タッチシタイ号・ドライヴナイト号・ヒドゥンブレイド号・ビーチブレイブ号・

メイショウボンロク号・ラブミークン号
※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。

５レース目



（28京都5）第4日 11月13日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

362，420，000円
2，530，000円
12，600，000円
5，700，000円
40，990，000円
72，381，000円
5，105，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
968，610，800円
1，149，431，100円
691，873，500円
2，892，950，400円
1，406，691，100円
1，267，707，200円
4，428，156，300円
7，937，920，200円
665，174，600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 21，408，515，200円

総入場人員 48，271名 （有料入場人員 35，319名）
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