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2803710月17日 晴 良 （27京都4）第4日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

22 バ オ バ ブ 牝2芦 54 福永 祐一 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 436－ 21：13．8 1．3�
811 シゲルオニアジ 牝2鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 三好牧場 470－ 8 〃 クビ 11．1�
44 ナ ナ パ ン チ 牝2黒鹿54 太宰 啓介山上 和良氏 目野 哲也 浦河 カナイシスタッド 444＋ 21：13．9クビ 7．1�
11 アイアンアヴァロン 牝2芦 54 国分 恭介池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 440－ 61：14．53� 217．9�
66 シゲルニジョウサバ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 456± 01：14．92� 27．3�
810 ガールズティアラ 牝2鹿 54 松山 弘平岡田 繁幸氏 田所 秀孝 浦河 村下 清志 472＋ 21：15．0� 7．4�
79 シゲルホンダイ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 450－ 61：16．06 61．5	
78 テイエムハイボール 牝2黒鹿54 浜中 俊竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 446＋ 2 〃 クビ 11．3

67 アイファーチェリー 牝2鹿 54 佐藤 友則中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 400－ 21：16．1クビ 230．8�

（笠松）

55 テイエムマイツル 牝2鹿 54 酒井 学竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 日高テイエム
牧場株式会社 390＋ 4 〃 クビ 293．5�

33 シゲルカマス 牝2鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 436＋ 81：16．31� 96．6
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売 得 金
単勝： 22，971，200円 複勝： 51，698，400円 枠連： 9，463，700円
馬連： 37，038，100円 馬単： 28，376，400円 ワイド： 22，274，300円
3連複： 49，508，400円 3連単： 100，252，200円 計： 321，582，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（2－8） 260円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 360円 �� 170円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 229712 的中 � 132662（1番人気）
複勝票数 計 516984 的中 � 372045（1番人気）� 21309（5番人気）� 38451（2番人気）
枠連票数 計 94637 的中 （2－8） 27343（1番人気）
馬連票数 計 370381 的中 �� 31772（4番人気）
馬単票数 計 283764 的中 �� 17545（4番人気）
ワイド票数 計 222743 的中 �� 14369（4番人気）�� 40234（1番人気）�� 9687（6番人気）
3連複票数 計 495084 的中 ��� 33747（4番人気）
3連単票数 計1002522 的中 ��� 16577（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―36．1―48．5―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ オ バ ブ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．12 阪神6着

2013．5．18生 牝2芦 母 アフレイタス 母母 リボーズシークレット 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※シゲルオニアジ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2803810月17日 晴 良 （27京都4）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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

44 デンコウアンジュ 牝2黒鹿54 川田 将雅田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 466± 01：49．4 10．1�
22 ダノンプレシャス 牡2青鹿55 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 450± 01：49．5� 3．6�
11 シゲルシーラカンス 牡2黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 474－ 41：49．6� 6．7�
77 マコトシャムロック 牡2青鹿55 福永 祐一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 490± 01：49．81� 3．4�
66 プログレスシチー 牡2鹿 55 国分 優作 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 470－ 21：49．9クビ 48．9�
810 カフジキング 牡2鹿 55 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 2．9	
78 セトノチーター 牝2栗 54 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 444± 01：50．11� 23．8

55 ゴ ー ル ド 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 446－ 61：50．41� 145．0�
33 ニュードラゴン 牝2黒鹿54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 450－ 61：50．61� 98．4�
89 シルヴィーボーテ 牝2鹿 54 森 一馬菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 B458－ 21：52．3大差 46．6
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売 得 金
単勝： 16，719，200円 複勝： 21，792，700円 枠連： 7，746，200円
馬連： 38，996，900円 馬単： 23，874，500円 ワイド： 19，511，800円
3連複： 49，114，300円 3連単： 81，438，600円 計： 259，194，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 220円 � 170円 � 180円 枠 連（2－4） 1，520円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 470円 �� 630円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 13，730円

票 数

単勝票数 計 167192 的中 � 13205（5番人気）
複勝票数 計 217927 的中 � 22745（5番人気）� 36656（3番人気）� 32804（4番人気）
枠連票数 計 77462 的中 （2－4） 3928（8番人気）
馬連票数 計 389969 的中 �� 23085（7番人気）
馬単票数 計 238745 的中 �� 5393（16番人気）
ワイド票数 計 195118 的中 �� 10740（6番人気）�� 7699（10番人気）�� 10461（7番人気）
3連複票数 計 491143 的中 ��� 16421（10番人気）
3連単票数 計 814386 的中 ��� 4300（53番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．9―13．3―12．8―11．9―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．6―48．5―1：01．8―1：14．6―1：26．5―1：38．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウアンジュ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マリエンバード デビュー 2015．10．3 阪神5着

2013．4．8生 牝2黒鹿 母 デンコウラッキー 母母 メイショウユリヒメ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 デンコウアンジュ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成27年10月24日から平成27年

11月1日まで騎乗停止。（被害馬：10番）

第４回 京都競馬 第４日



2803910月17日 晴 良 （27京都4）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11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

811 トラストマヴィア 牝2黒鹿54 川須 栄彦菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 478－ 21：25．6 1．6�
79 シゲルキハダマグロ 牡2栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 438± 01：25．92 16．2�
33 ゴーフォワード 牡2鹿 55 武 豊前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：26．64 3．4�
22 ギ ャ デ ィ ス 牡2鹿 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 462± 01：26．81� 11．0�
55 フジヤマコクリュウ 牡2青鹿55 小牧 太藤本美也子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 390－ 21：27．01� 57．0�
66 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＋ 41：27．21� 56．0�
11 ダウンフォース 牡2黒鹿55 幸 英明黒川 哲美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450－ 21：27．94 16．7	
78 シゲルホオジロザメ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 藤川フアーム 494＋101：28．0� 44．8

44 グランサーブル 牡2芦 55 国分 恭介間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 422－ 41：28．42� 67．7�
67 ゴールドマリーン 牝2栗 54 和田 竜二朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 490± 01：28．61� 20．3�
810 ク イ ン ダ ム 牝2芦 54 太宰 啓介西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 430＋ 81：28．81� 82．0
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売 得 金
単勝： 21，553，400円 複勝： 56，697，400円 枠連： 10，559，400円
馬連： 44，299，500円 馬単： 33，103，000円 ワイド： 24，892，000円
3連複： 57，621，800円 3連単： 100，597，000円 計： 349，323，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 250円 �� 150円 �� 380円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 215534 的中 � 106516（1番人気）
複勝票数 計 566974 的中 � 391354（1番人気）� 25661（3番人気）� 58821（2番人気）
枠連票数 計 105594 的中 （7－8） 11439（2番人気）
馬連票数 計 442995 的中 �� 36771（2番人気）
馬単票数 計 331030 的中 �� 24273（3番人気）
ワイド票数 計 248920 的中 �� 23011（2番人気）�� 51470（1番人気）�� 13327（5番人気）
3連複票数 計 576218 的中 ��� 68254（1番人気）
3連単票数 計1005970 的中 ��� 21792（7番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―12．4―12．3―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．0―47．4―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストマヴィア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．9．27 阪神2着

2013．4．12生 牝2黒鹿 母 ストーミーウェザー 母母 Bay Harbor 2戦1勝 賞金 7，800，000円

2804010月17日 晴 良 （27京都4）第4日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

89 ドライバーズハイ 牡2鹿 55 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 448 ―1：55．2 4．7�
33 ハギノグランコート 牡2栗 55 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506 ―1：55．52 10．2�
11 アナザヘヴン 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 444 ―1：55．71� 4．7�
77 トウケイワラウカド 牡2鹿 55 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484 ―1：56．01� 8．1�
22 ヤマニンエスペロス 牡2鹿 55 佐藤 友則土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 508 ―1：57．48 15．1�

（笠松）

44 テイエムボンドン 牡2鹿 55 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 464 ―1：57．82	 49．3	
55 ホッコーフウガ 牡2鹿 55 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 494 ―1：58．22	 3．1

88 ミスターウインディ 牡2黒鹿55 和田 竜二阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 492 ―1：59．47 50．6�
66 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 452 ―1：59．61	 5．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，318，600円 複勝： 19，304，600円 枠連： 6，968，200円
馬連： 33，811，100円 馬単： 19，102，800円 ワイド： 15，594，900円
3連複： 37，632，500円 3連単： 59，126，300円 計： 207，859，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 250円 � 170円 枠 連（3－8） 2，610円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 810円 �� 540円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 21，610円

票 数

単勝票数 計 163186 的中 � 27343（3番人気）
複勝票数 計 193046 的中 � 27960（4番人気）� 17760（6番人気）� 31826（2番人気）
枠連票数 計 69682 的中 （3－8） 2066（12番人気）
馬連票数 計 338111 的中 �� 11124（12番人気）
馬単票数 計 191028 的中 �� 3689（21番人気）
ワイド票数 計 155949 的中 �� 4841（14番人気）�� 7593（7番人気）�� 5383（12番人気）
3連複票数 計 376325 的中 ��� 7254（18番人気）
3連単票数 計 591263 的中 ��� 1983（94番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―13．7―13．1―13．3―13．1―12．7―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．8―50．9―1：04．2―1：17．3―1：30．0―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
5，7（3，8）4－6，1（2，9）・（5，7）（3，4，8，9）1－（6，2）

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

勝馬の
紹 介

ドライバーズハイ 
�
父 カジノドライヴ 

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2013．4．7生 牡2鹿 母 ポ レ モ ス 母母 クリスマスウィーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



2804110月17日 晴 良 （27京都4）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

89 レ イ リ オ ン 牝2鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428 ―1：10．2 4．8�
22 � エ テ 牝2鹿 54 福永 祐一西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 462 ―1：10．3� 3．4�
33 ナリノクインビー 牝2黒鹿54 川田 将雅成塚 清志氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 480 ―1：10．93� 14．7�
77 ライラムーン 牝2鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 アタマ 2．6�
78 ライディングハイ 牝2鹿 54 小牧 太�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 484 ―1：11．21
 6．3�
11 タガノプリンセス 牝2栗 54 国分 優作八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436 ―1：11．3
 34．9	
44 ハハノンキダネ 牡2鹿 55 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 428 ― 〃 アタマ 33．0

66 ジョウショウキセキ 牡2鹿 55 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 若林 武雄 478 ―1：11．4� 27．8�
55 タガノサリーチャン 牝2黒鹿54 松山 弘平八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442 ― 〃 ハナ 65．0�
810 イサチルエスペーロ 牡2鹿 55 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 浦河 田中スタッド 438 ― 〃 クビ 24．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，069，400円 複勝： 19，494，400円 枠連： 9，796，100円
馬連： 36，693，700円 馬単： 22，983，800円 ワイド： 18，390，700円
3連複： 43，273，600円 3連単： 70，253，300円 計： 238，955，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 150円 � 320円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 390円 �� 890円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 15，840円

票 数

単勝票数 計 180694 的中 � 29589（3番人気）
複勝票数 計 194944 的中 � 27249（4番人気）� 39243（2番人気）� 12723（5番人気）
枠連票数 計 97961 的中 （2－8） 11400（3番人気）
馬連票数 計 366937 的中 �� 31770（4番人気）
馬単票数 計 229838 的中 �� 9217（7番人気）
ワイド票数 計 183907 的中 �� 12927（4番人気）�� 5063（9番人気）�� 6484（7番人気）
3連複票数 計 432736 的中 ��� 9733（9番人気）
3連単票数 計 702533 的中 ��� 3215（44番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―11．6―11．7―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．5―36．1―47．8―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 ・（7，8）9，2，10（1，4，5）3，6 4 ・（7，8）9，2－（10，5）（1，4，3）6

勝馬の
紹 介

レ イ リ オ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 American Post 初出走

2013．1．17生 牝2鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2804210月17日 晴 良 （27京都4）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）

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

33 タ イ ユ ー ル 牡3芦 55 小牧 太前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 500－ 21：52．3 7．0�
55 ジューンロディ 牡3鹿 55 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 496＋ 21：52．4� 5．8�
78 テイエムテツジン 牡3栗 55 浜中 俊竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 446＋ 81：53．35 3．2�
44 シルバーソード 牡3鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 41：53．51� 10．6�
22 マヤノパーチェム 牡3栗 55 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 484＋ 61：54．13� 33．4�
11 タムロダイチ 牡3鹿 55

52 ▲三津谷隼人谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 504＋ 21：54．31� 41．6	
66 ワンダーハイーニャ 牝4鹿 55 国分 恭介山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 484＋101：54．51� 77．4

67 テイエムトラネコ 牡3芦 55 国分 優作竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 486＋141：54．6� 14．6�
79 カフジイーグル 牡3栗 55 佐藤 友則加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 490＋ 21：55．13 29．4�

（笠松）

810 イェドプリオル 牡3青鹿55 川田 将雅�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B528＋121：55．31� 3．0
811 トウケイファルコン 牡3栗 55 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 484＋12 〃 クビ 27．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，065，100円 複勝： 27，182，900円 枠連： 10，102，900円
馬連： 49，950，900円 馬単： 26，490，200円 ワイド： 24，761，800円
3連複： 60，062，300円 3連単： 89，611，400円 計： 308，227，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 180円 � 130円 枠 連（3－5） 2，300円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 890円 �� 470円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 18，180円

票 数

単勝票数 計 200651 的中 � 22896（4番人気）
複勝票数 計 271829 的中 � 30052（4番人気）� 34694（3番人気）� 69246（1番人気）
枠連票数 計 101029 的中 （3－5） 3398（10番人気）
馬連票数 計 499509 的中 �� 16450（10番人気）
馬単票数 計 264902 的中 �� 4127（19番人気）
ワイド票数 計 247618 的中 �� 6713（12番人気）�� 13716（5番人気）�� 14144（4番人気）
3連複票数 計 600623 的中 ��� 17322（5番人気）
3連単票数 計 896114 的中 ��� 3572（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．5―48．9―1：01．4―1：14．0―1：26．7―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ イ ユ ー ル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2014．7．19 中京3着

2012．2．29生 牡3芦 母 タ イ ト ー ク 母母 Highland Talk 5戦2勝 賞金 15，050，000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。



2804310月17日 曇 良 （27京都4）第4日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 メイショウブイダン 牡4鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 474＋ 21：07．4 2．8�
24 シェアザジョイフル 牝3鹿 53 幸 英明 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 464＋ 41：07．5� 9．7�
35 タガノスカイ 牝4鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 41：07．6	 14．7�
611 ティーエスバラ 牡3鹿 55 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 514＋ 41：08．02	 31．1�
818 コリャコリャ 牝4鹿 55 佐藤 友則小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 482± 0 〃 アタマ 228．6�

（笠松）

47 カノヤカンザクラ 牡3栗 55 太宰 啓介神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 506± 0 〃 ハナ 26．6	
59 キンシノキセキ 
4鹿 57 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 482＋161：08．1クビ 23．1

23 グレースドゥモナコ 牝3鹿 53 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 462－ 2 〃 アタマ 8．7�
612 グランドデザイン 牝3黒鹿53 武 豊西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 458＋ 21：08．2� 60．6�
816� レーヴドプランス 
5鹿 57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506＋24 〃 ハナ 181．0
817 ノミネーション 牡3黒鹿55 川田 将雅石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 81：08．3クビ 5．6�
36 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 53 国分 恭介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 480＋ 61：08．4	 14．7�
713 アグネスキング 牡4黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 522－101：08．61� 269．0�
715 アリュージョン 牝4鹿 55 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 480－ 81：08．7� 7．9�
11 サチノクイーン 牝4鹿 55 酒井 学佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B480＋ 21：08．8	 21．9�
510 アイファーマシェリ 牝4黒鹿55 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 460＋301：08．9	 23．2�
48 ヤマニンラビサン 牝3栗 53 島 良太土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 480± 0 〃 ハナ 249．2�
714 タマモルミエール 牝3黒鹿53 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 410＋ 41：09．75 111．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，863，200円 複勝： 40，222，000円 枠連： 20，830，100円
馬連： 67，147，400円 馬単： 29，863，000円 ワイド： 36，975，900円
3連複： 94，453，300円 3連単： 103，327，100円 計： 418，682，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 280円 � 380円 枠 連（1－2） 570円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 470円 �� 750円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 16，570円

票 数

単勝票数 計 258632 的中 � 72299（1番人気）
複勝票数 計 402220 的中 � 96856（1番人気）� 32344（5番人気）� 21949（7番人気）
枠連票数 計 208301 的中 （1－2） 28026（1番人気）
馬連票数 計 671474 的中 �� 48603（2番人気）
馬単票数 計 298630 的中 �� 11810（3番人気）
ワイド票数 計 369759 的中 �� 21529（2番人気）�� 12606（6番人気）�� 5986（15番人気）
3連複票数 計 944533 的中 ��� 17012（9番人気）
3連単票数 計1033271 的中 ��� 4519（22番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．7―11．1―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―32．9―44．0―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．5
3 15－1，12（4，10）2，5，11（3，17）6（9，16）7（8，18）（14，13） 4 15－（1，12）4（2，10）5，11（3，17）（6，9，16）7－（8，18）13，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウブイダン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．6．7 阪神7着

2011．5．6生 牡4鹿 母 エンジェルローブ 母母 サクラハゴロモ 12戦3勝 賞金 33，354，000円
〔制裁〕 サチノクイーン号の調教師服部利之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 カノヤカンザクラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カノヤカンザクラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年11月17日まで出走できない。
※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。

2804410月17日 曇 良 （27京都4）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：09．1
1：08．7

重
重

57 チーフアセスメント 牡4鹿 57 武 豊 �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 21：11．2 3．6�

45 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 53 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 500± 01：12．15 3．0�
610 アラタマシャトル 牡4鹿 57 池添 謙一荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 484－ 21：12．2� 16．8�
711� チョウエンペラー 牡4栗 57 和田 竜二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 458－ 5 〃 クビ 69．2�
814 アイファーサラオー 牡3鹿 55 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 490＋ 61：12．3� 6．9�
11 キュークッキング 牝4黒鹿55 福永 祐一栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 B476－ 41：12．4クビ 9．6	
33 アサクサプライド 牡4栗 57 浜中 俊田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 15．5

34 スズカチャンプ 牡6鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 496－ 41：12．61� 60．5�
22 サーシスリーフ 牡5鹿 57 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 日高 豊洋牧場 494－ 41：12．7クビ 45．1
69 � リナクリスタル 牝4鹿 55 佐藤 友則ザ・チャンピオンズ 西村 真幸 日高 有限会社 レキ

シントンファーム 472＋ 21：13．12� 104．2�
（笠松）

712 ファイネスト 牡4栗 57 国分 恭介 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－121：13．31� 123．6�

813 エターナルスカイ 牝3鹿 53 四位 洋文 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 444＋ 21：13．61	 13．6�

46 アズマクィーン 牝3鹿 53 川田 将雅東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 466＋ 41：14．13 7．8�
58 � アシドベリー 牝3鹿 53

50 ▲三津谷隼人�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 446＋101：14．63 124．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，209，800円 複勝： 31，627，700円 枠連： 17，404，800円
馬連： 63，997，100円 馬単： 29，947，500円 ワイド： 32，755，000円
3連複： 82，637，900円 3連単： 105，665，400円 計： 387，245，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 240円 枠 連（4－5） 400円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 240円 �� 630円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 232098 的中 � 51103（2番人気）
複勝票数 計 316277 的中 � 63965（2番人気）� 71577（1番人気）� 25426（5番人気）
枠連票数 計 174048 的中 （4－5） 33319（1番人気）
馬連票数 計 639971 的中 �� 81528（1番人気）
馬単票数 計 299475 的中 �� 18701（1番人気）
ワイド票数 計 327550 的中 �� 41584（1番人気）�� 12203（8番人気）�� 8679（12番人気）
3連複票数 計 826379 的中 ��� 27641（5番人気）
3連単票数 計1056654 的中 ��� 9452（9番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．8―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チーフアセスメント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Officer デビュー 2013．11．2 京都2着

2011．3．16生 牡4鹿 母 チーフオフィサーⅡ 母母 Guilty Pleasure 15戦3勝 賞金 28，450，000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。



2804510月17日 曇 良 （27京都4）第4日 第9競走 ��
��2，000�

し ぎ く

紫 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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．3
1：59．9

良
良

22 シルバーステート 牡2青鹿55 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋142：01．2 1．1�
77 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 492± 02：01．41� 16．3�
33 パールフューチャー 牡2黒鹿55 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 鎌田 正嗣 490＋ 42：01．72 8．3�
66 アグネスヒーロー 牡2鹿 55 幸 英明渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 528－ 62：02．23 65．1�
44 マイネルアトゥー 牡2青鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 2 〃 クビ 31．5�
11 グローリーミスト 牡2青鹿55 池添 謙一 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480± 02：02．3	 25．0	
55 ラハトケレブ 牡2鹿 55 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：02．4クビ 10．6

88 
 シャイニーネーム 牝2黒鹿54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 日高 下河辺牧場 434－ 32：03．78 164．5�

（笠松） （笠松）

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，379，500円 複勝： 95，455，800円 枠連： 発売なし
馬連： 64，876，500円 馬単： 56，455，800円 ワイド： 31，955，100円
3連複： 75，924，000円 3連単： 269，291，600円 計： 651，338，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 140円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 230円 �� 140円 �� 480円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 573795 的中 � 405067（1番人気）
複勝票数 計 954558 的中 � 774524（1番人気）� 35025（4番人気）� 55497（2番人気）
馬連票数 計 648765 的中 �� 82730（3番人気）
馬単票数 計 564558 的中 �� 59619（3番人気）
ワイド票数 計 319551 的中 �� 32830（3番人気）�� 74735（1番人気）�� 12766（7番人気）
3連複票数 計 759240 的中 ��� 81301（2番人気）
3連単票数 計2692916 的中 ��� 87934（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．6―12．7―12．6―12．6―12．0―11．4―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．8―50．5―1：03．1―1：15．7―1：27．7―1：39．1―1：50．1

コーナー
通過順位

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

2
4
7－3，2，5－4－1－8－6
7－3（2，5，1）（4，6）－8

勝馬の
紹 介

シルバーステート 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．7．11 中京2着

2013．5．2生 牡2青鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 3戦2勝 賞金 17，968，000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。

2804610月17日 曇 良 （27京都4）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

22 ハピネスダンサー 牝4鹿 55 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：45．3 3．6�
67 テルメディカラカラ 牝3黒鹿53 武 豊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 448± 01：45．51� 6．4�
68 ティーエスクライ 牝3芦 53 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 454＋ 61：45．6クビ 13．6�
44 レッドオーラム 牝4鹿 55 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 480＋ 21：45．7	 20．4�
811 オーキッドレイ 牝5鹿 55 太宰 啓介金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 43．4�
79 リラコサージュ 牝5栗 55 福永 祐一 �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 434－ 41：45．8クビ 15．8	
812 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿53 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 460－ 81：46．01
 2．8

710 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 480＋12 〃 ハナ 8．6�
33 ビキニスタイル 牝4黒鹿55 松山 弘平石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 2 〃 ハナ 100．3�
56 ブリュネット 牝5栗 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 496＋10 〃 ハナ 14．5
55 レッドジゼル 牝5鹿 55 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 466＋ 6 〃 ハナ 15．8�
11 ニシノモンクス 牝5鹿 55 佐藤 友則西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 458＋ 21：46．42� 194．1�

（笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，670，000円 複勝： 53，128，100円 枠連： 25，057，100円
馬連： 119，052，800円 馬単： 52，450，700円 ワイド： 48，971，500円
3連複： 140，478，000円 3連単： 202，550，400円 計： 677，358，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 250円 � 420円 枠 連（2－6） 880円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 550円 �� 890円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 23，290円

票 数

単勝票数 計 356700 的中 � 77817（2番人気）
複勝票数 計 531281 的中 � 120296（1番人気）� 51941（4番人気）� 25621（9番人気）
枠連票数 計 250571 的中 （2－6） 22013（3番人気）
馬連票数 計1190528 的中 �� 71997（4番人気）
馬単票数 計 524507 的中 �� 18858（4番人気）
ワイド票数 計 489715 的中 �� 23793（4番人気）�� 14073（9番人気）�� 8617（21番人気）
3連複票数 計1404780 的中 ��� 17993（21番人気）
3連単票数 計2025504 的中 ��� 6305（67番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．2―12．1―12．3―11．7―11．5―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．2―47．3―59．6―1：11．3―1：22．8―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 11－10（7，8）（5，9）（2，12）6（3，4）1 4 11，10，8（7，9）（5，12）（2，6）（3，4）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハピネスダンサー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．8．3 新潟3着

2011．1．26生 牝4鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 13戦4勝 賞金 58，503，000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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



2804710月17日 晴 良 （27京都4）第4日 第11競走 ��
��1，600�

きよみず

清水ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，26．10．18以降27．10．12まで1回以上出走馬，除3歳未出走
馬および未勝利馬；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

44 タガノエトワール 牝4鹿 55 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 462± 01：32．0 4．2�

68 ドラゴンストリート 牡4鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 472± 01：32．1� 2．3�
56 ブレークビーツ �5鹿 55 池添 謙一吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 19．0�
22 ピークトラム 牡4黒鹿57 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 アタマ 13．7�
812 テイエムゲッタドン 牡4栗 52 酒井 学竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B522＋ 81：32．2� 30．9�
67 カバーストーリー 牡4栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 488＋ 81：32．41 7．1�
55 	 フォーチュンスター �6鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 526± 01：32．5� 13．4	
11 
 キョウエイバサラ 牡7芦 52 国分 優作田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 532＋26 〃 クビ 66．9

79 ロードフェリーチェ 牡3鹿 54 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 442＋101：32．71� 11．6�
710 プリンセスジャック 牝5栗 53 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 01：32．91� 44．9
33 マルタカシクレノン 牡7青鹿54 幸 英明國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 508＋ 2 〃 ハナ 64．9�
811 エイシンライダー 牡3黒鹿53 武 豊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 506± 01：33．0� 13．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，940，000円 複勝： 68，383，700円 枠連： 43，479，900円
馬連： 199，310，300円 馬単： 96，705，500円 ワイド： 73，453，000円
3連複： 250，002，100円 3連単： 435，918，400円 計： 1，220，192，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 � 310円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 240円 �� 950円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 13，850円

票 数

単勝票数 計 529400 的中 � 100699（2番人気）
複勝票数 計 683837 的中 � 132451（2番人気）� 212010（1番人気）� 34963（7番人気）
枠連票数 計 434799 的中 （4－6） 78454（1番人気）
馬連票数 計1993103 的中 �� 281969（1番人気）
馬単票数 計 967055 的中 �� 54986（3番人気）
ワイド票数 計 734530 的中 �� 94954（1番人気）�� 17737（12番人気）�� 21051（11番人気）
3連複票数 計2500021 的中 ��� 62585（8番人気）
3連単票数 計4359184 的中 ��� 22813（36番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．8―11．5―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．5―33．6―45．4―56．9―1：08．5―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエトワール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．11 京都12着

2011．1．12生 牝4鹿 母 シーサイドブリーズ 母母 サマーベイブ 12戦3勝 賞金 90，484，000円
〔制裁〕 ドラゴンストリート号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

ピークトラム号の騎手小牧太は，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10，000円。（被害馬：5番）
※出走取消馬 ブラヴィッシモ号（疾病〔感冒〕のため）
※ブラヴィッシモ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2804810月17日 晴 良 （27京都4）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時10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
1：09．1
1：08．7

重
重

813 スマートアヴァロン 牡3黒鹿55 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 500＋ 41：10．6 2．8�
711 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 酒井 学土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 482－ 41：10．81� 62．3�
11 ポメグラネイト 牡4栗 57 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 564± 01：11．01	 11．5�
58 メイショウユメゴゼ 牝6栃栗55 福永 祐一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 478＋ 2 〃 クビ 2．8�
69 カ メ ッ ト 牡4栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 476＋ 21：11．31
 27．2�
814 エンジェヌー 牝4青鹿55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 81：11．51	 6．6�
610� ヴィクタシア 牝6黒鹿55 川田 将雅前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B516＋12 〃 アタマ 14．1	
712 ナムラヒューマン 牡3芦 55 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 458－ 2 〃 ハナ 30．0

34 セイユウスマイル 牝5鹿 55 川須 栄彦松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 502± 01：11．6� 27．1�
57 � ウチデノコヅチ 牝3栗 53 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 450－ 81：12．02� 17．8�
33 ライブリシーラ 牡8栗 57 佐藤 友則加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 530＋14 〃 クビ 234．4

（笠松）

45 � サンマルビューティ 牝5黒鹿55 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 454－ 61：12．42� 249．2�
46 クラウンカイザー 牡6黒鹿57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 496＋ 61：12．5� 27．5�
22 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486＋ 6 （競走中止） 74．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，190，800円 複勝： 47，965，700円 枠連： 27，758，900円
馬連： 134，734，900円 馬単： 53，657，200円 ワイド： 52，848，700円
3連複： 144，380，100円 3連単： 227，588，100円 計： 727，124，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 760円 � 310円 枠 連（7－8） 1，750円

馬 連 �� 8，620円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 750円 �� 7，060円

3 連 複 ��� 26，080円 3 連 単 ��� 112，700円

票 数

単勝票数 計 381908 的中 � 107096（2番人気）
複勝票数 計 479657 的中 � 120987（1番人気）� 12068（11番人気）� 35480（4番人気）
枠連票数 計 277589 的中 （7－8） 12228（7番人気）
馬連票数 計1347349 的中 �� 12891（22番人気）
馬単票数 計 536572 的中 �� 4038（31番人気）
ワイド票数 計 528487 的中 �� 5418（24番人気）�� 19250（6番人気）�� 1856（46番人気）
3連複票数 計1443801 的中 ��� 4152（69番人気）
3連単票数 計2275881 的中 ��� 1464（314番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．9―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアヴァロン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．11．2 京都1着

2012．3．27生 牡3黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 9戦3勝 賞金 34，050，000円
〔競走中止〕 ヤマニンブルジョン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。



（27京都4）第4日 10月17日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 140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

200，370，000円
2，080，000円
13，340，000円
1，130，000円
17，820，000円
55，714，500円
3，614，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
348，950，200円
532，953，400円
189，167，300円
889，909，200円
473，010，400円
402，384，700円
1，085，088，300円
1，845，619，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，767，083，300円

総入場人員 16，823名 （有料入場人員 15，693名）
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