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2806110月24日 晴 良 （27京都4）第6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）

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

44 デピュティスカイ 牡2鹿 55 武 豊畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 474－101：12．6 1．6�
67 ロンドンタウン 牡2鹿 55

53 △城戸 義政薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 512± 01：12．7� 6．4�
22 セイシュプリーム 牝2鹿 54 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 浦河 伏木田牧場 438－ 6 〃 クビ 106．2�
811 ショウナンカイドウ 牡2栗 55 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 520± 01：12．8クビ 27．4�
11 ノ ア ビ ジ ン 牝2鹿 54 松山 弘平野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 448＋ 21：13．54 5．1�
710 サクレメジャー 牡2栗 55 浜中 俊 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514± 0 〃 クビ 7．0�
79 エイシンニバリキ 牡2栗 55 和田 竜二	栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 486＋ 61：14．35 21．0

812 メイショウヨイチ 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 480± 01：14．4� 46．6�
68 ホーザンポントス 牡2鹿 55 �島 良太神田 通博氏 武田 博 鹿児島 神田 通博 400－ 4 〃 アタマ 99．8�
56 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 432－ 4 〃 ハナ 271．7
55 ビップピュアハート 牝2栗 54 国分 恭介鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 410－ 61：14．61� 171．2�
33 アローフロスト 牡2栗 55 酒井 学村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 452± 0 〃 アタマ 69．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，318，700円 複勝： 64，280，400円 枠連： 11，171，800円
馬連： 42，234，100円 馬単： 32，334，300円 ワイド： 27，943，400円
3連複： 63，688，900円 3連単： 114，262，500円 計： 380，234，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 1，260円 枠 連（4－6） 660円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，440円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 10，800円 3 連 単 ��� 28，060円

票 数

単勝票数 計 243187 的中 � 118292（1番人気）
複勝票数 計 642804 的中 � 430919（1番人気）� 38684（4番人気）� 3819（10番人気）
枠連票数 計 111718 的中 （4－6） 12959（3番人気）
馬連票数 計 422341 的中 �� 50105（3番人気）
馬単票数 計 323343 的中 �� 25444（3番人気）
ワイド票数 計 279434 的中 �� 23317（3番人気）�� 2746（22番人気）�� 1282（34番人気）
3連複票数 計 636889 的中 ��� 4420（29番人気）
3連単票数 計1142625 的中 ��� 2952（77番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．4―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デピュティスカイ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マリエンバード デビュー 2015．9．20 阪神2着

2013．4．9生 牡2鹿 母 アースマリン 母母 ハヤベニコマチ 3戦1勝 賞金 9，800，000円

2806210月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時35分（番組第3競走を順序変更） （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
2：00．3
1：59．9

良
良

77 アグネスフォルテ 牡2栗 55 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 446－ 41：59．8レコード 19．8�
88 エックスマス 牡2鹿 55 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：00．01� 1．7�
44 フレグラントブレス 牝2芦 54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 02：00．1� 3．4�

（仏）

55 レッドヴェルサス 牡2鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B498－ 22：00．73� 5．1�
33 タガノゼウス 牡2黒鹿55 菱田 裕二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 22：01．02 76．6�
11 ビームオブホープ 牡2青鹿55 小牧 太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 468－ 42：01．53 26．7	
66 シンボリダルク 牝2青鹿54 太宰 啓介シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 468－ 22：01．6� 12．3

22 シゲルイブリカマス 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 442－ 22：03．8大差 195．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 23，058，100円 複勝： 57，515，400円 枠連： 発売なし
馬連： 42，533，400円 馬単： 30，151，100円 ワイド： 21，211，600円
3連複： 44，874，400円 3連単： 107，324，900円 計： 326，668，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 220円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 370円 �� 630円 �� 140円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 14，040円

票 数

単勝票数 計 230581 的中 � 9281（5番人気）
複勝票数 計 575154 的中 � 15001（5番人気）� 424192（1番人気）� 55843（2番人気）
馬連票数 計 425334 的中 �� 29395（4番人気）
馬単票数 計 301511 的中 �� 5018（13番人気）
ワイド票数 計 212116 的中 �� 11952（5番人気）�� 6387（10番人気）�� 56400（1番人気）
3連複票数 計 448744 的中 ��� 30155（4番人気）
3連単票数 計1073249 的中 ��� 5540（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―11．8―11．5―12．2―12．5―12．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．9―47．7―59．2―1：11．4―1：23．9―1：36．2―1：47．9

コーナー
通過順位

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

2
4
5，6（1，8）－7，3，4－2
5（6，8）7（1，4）3－2

勝馬の
紹 介

アグネスフォルテ �

父 ハービンジャー �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．23 小倉6着

2013．5．8生 牡2栗 母 アグネスリース 母母 アグネスシスター 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。

第４回 京都競馬 第６日



2806310月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時05分（番組第2競走を順序変更） （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

816 ナイトオブナイツ 牡2栗 55 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 428± 01：21．7 7．4�
611 グランノーブル 牡2鹿 55 C．デムーロ 三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 482± 01：22．12� 7．7�

（仏）

47 タガノガジュマル 牡2黒鹿55 藤岡 康太八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 428± 0 〃 ハナ 2．7�
36 ベイビーズブレス 牝2鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 41：22．31� 42．1�
48 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 486－ 4 〃 クビ 4．1�
59 スマートシモーヌ 牝2鹿 54 武 豊大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 428－ 4 〃 ハナ 7．2	
24 ゴールデンスランバ 牡2黒鹿55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 436± 01：22．51� 36．7

35 ヤマニンラファール 牡2鹿 55 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 456＋ 41：22．82 20．4�
714 ブリーズスズカ 牡2青鹿55 熊沢 重文永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456＋101：22．9� 73．3�
713 テイエムオールマル 牝2栗 54

52 △城戸 義政竹園 正繼氏 奥村 豊 浦河 室田 千秋 410－ 41：23．0クビ 276．1
817 エーレンガート 牝2鹿 54 太宰 啓介 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 422－141：23．21� 113．6�
11 ブ リ オ 牝2鹿 54 酒井 学 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 434－ 81：23．3� 16．0�
612 クーパーズヒル 牡2栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 404－ 81：23．4� 135．7�
510 クリノシャンティイ 牡2黒鹿55 小牧 太栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 北星村田牧場 448－ 41：23．61 62．5�
23 シゲルシロアマダイ 牡2芦 55 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B440＋ 4 〃 クビ 100．5�
12 マーガレット 牝2青鹿54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 服部 牧場 412± 0 〃 ハナ 36．8�
（16頭）

815 ア グ ネ ッ タ 牝2鹿 54 菱田 裕二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 462－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，125，600円 複勝： 30，723，500円 枠連： 19，958，300円
馬連： 40，729，500円 馬単： 21，295，900円 ワイド： 24，562，000円
3連複： 51，007，400円 3連単： 61，263，200円 計： 270，665，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 220円 � 130円 枠 連（6－8） 1，820円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 860円 �� 460円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 差引計 211256（返還計 20688） 的中 � 22837（4番人気）
複勝票数 差引計 307235（返還計 28672） 的中 � 35074（3番人気）� 30865（5番人気）� 74883（1番人気）
枠連票数 計 199583 的中 （6－8） 8488（8番人気）
馬連票数 差引計 407295（返還計 81169） 的中 �� 12240（8番人気）
馬単票数 差引計 212959（返還計 42597） 的中 �� 2562（22番人気）
ワイド票数 差引計 245620（返還計 52088） 的中 �� 7035（9番人気）�� 14058（3番人気）�� 11106（5番人気）
3連複票数 差引計 510074（返還計179293） 的中 ��� 16427（5番人気）
3連単票数 差引計 612632（返還計212985） 的中 ��� 2243（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―46．8―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトオブナイツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．26 阪神4着

2013．4．16生 牡2栗 母 シャイニングアレキ 母母 シャイニンレーサー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走除外〕 アグネッタ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3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。

2806410月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第4競走 ��1，400�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
1：23．6
1：23．1

重
重

813 クリスタルタイソン �2黒鹿55 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 486 ―1：24．9 9．8�
69 アリノマンボ 牝2鹿 54 花田 大昂聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 456 ―1：25．21� 94．0�
812 ナオミベガス 牝2黒鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 456 ―1：25．62� 1．8�
68 エイシンシトラス 牝2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 450 ―1：25．92 8．9�
45 オ ル ノ ス 牝2芦 54 松山 弘平武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 438 ― 〃 ハナ 13．2	
711 ナムラミラクル 牡2芦 55 藤岡 康太奈村 信重氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 472 ―1：26．32� 19．8

57 ウ ラ チ ド リ 牝2鹿 54 川須 栄彦一村 哲也氏 高橋 義忠 日高 高山牧場 424 ―1：28．4大差 157．6�
11 ペプチドコンドル 牡2鹿 55 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 478 ―1：28．5� 116．5�
44 スマートアルファ 牝2芦 54 武 豊大川 徹氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：28．6� 10．2
710 ヌーベルデフィー 牝2栗 54 小牧 太ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 430 ―1：28．81� 12．5�
22 レイジングハート 牝2黒鹿54 C．デムーロ �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ― 〃 アタマ 7．5�
（仏）

33 オ オ オ ク 牝2鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 中竹 和也 新冠 有限会社 大
作ステーブル 450 ―1：29．12 54．6�

56 アカネバローロ 牝2鹿 54 菱田 裕二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 476 ―1：29．52� 72．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，593，800円 複勝： 27，764，300円 枠連： 13，014，600円
馬連： 35，899，000円 馬単： 22，902，700円 ワイド： 21，191，000円
3連複： 46，059，600円 3連単： 65，196，600円 計： 256，621，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 230円 � 1，040円 � 110円 枠 連（6－8） 560円

馬 連 �� 17，800円 馬 単 �� 34，770円

ワ イ ド �� 4，400円 �� 350円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 108，410円

票 数

単勝票数 計 245938 的中 � 20008（4番人気）
複勝票数 計 277643 的中 � 23934（4番人気）� 3922（11番人気）� 107597（1番人気）
枠連票数 計 130146 的中 （6－8） 17883（3番人気）
馬連票数 計 358990 的中 �� 1563（35番人気）
馬単票数 計 229027 的中 �� 494（71番人気）
ワイド票数 計 211910 的中 �� 1136（38番人気）�� 17630（3番人気）�� 2650（25番人気）
3連複票数 計 460596 的中 ��� 3010（29番人気）
3連単票数 計 651966 的中 ��� 436（314番人気）

ハロンタイム 12．1―11．9―12．0―12．1―12．4―12．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―24．0―36．0―48．1―1：00．5―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルタイソン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2013．2．25生 �2黒鹿 母 ロッキーバッハ 母母 モコロツキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2806510月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第5競走 ��
��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

11 クラシックリディア 牝2黒鹿54 酒井 学 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432 ―1：35．5 11．5�
45 ヴ ィ ブ ロ ス 牝2青 54 C．デムーロ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414 ―1：35．6� 1．3�

（仏）

711 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 502 ―1：35．7� 7．3�
34 ホロスコープ 牡2鹿 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ― 〃 クビ 12．8�
712	 ストーミーストーム 牡2鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 平田 修 愛 Rodger

O’Dwyer 482 ―1：35．91� 21．8	
46 ミッキーチェリー 牝2黒鹿54 太宰 啓介野田みづき氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480 ―1：36．0クビ 18．1

610 テーオーピコタン 牝2栗 54 国分 優作小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 442 ― 〃 クビ 26．3�
813 シャリマティー 牝2黒鹿54 中井 裕二�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 438 ―1：36．53 258．7�
69 タガノジャパン 牡2青鹿55 菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 452 ―1：36．6� 44．8
57 ドナパンテーラ 牝2鹿 54 和田 竜二石川 幸司氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 450 ―1：36．7� 155．7�
58 ス リ ー バ ゴ 牡2青鹿55 柴田 未崎永井商事� 坪 憲章 むかわ 新井牧場 472 ―1：36．91� 195．4�
33 グランプリビッグ 牡2鹿 55 小牧 太�グランプリ 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 506 ―1：37．43 22．0�
22 テイエムフライヤー 牡2青鹿55 幸 英明竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 462 ―1：37．82� 110．7�
814 イルチェーロ 牝2栗 54 国分 恭介藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ―1：42．3大差 290．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，693，100円 複勝： 88，695，300円 枠連： 15，060，400円
馬連： 43，984，400円 馬単： 36，059，400円 ワイド： 25，542，000円
3連複： 55，986，000円 3連単： 109，897，900円 計： 405，918，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連（1－4） 640円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 300円 �� 780円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 13，630円

票 数

単勝票数 計 306931 的中 � 21251（3番人気）
複勝票数 計 886953 的中 � 33556（3番人気）� 697202（1番人気）� 35578（2番人気）
枠連票数 計 150604 的中 （1－4） 18026（3番人気）
馬連票数 計 439844 的中 �� 58142（2番人気）
馬単票数 計 360594 的中 �� 10476（10番人気）
ワイド票数 計 255420 的中 �� 22687（3番人気）�� 7256（10番人気）�� 27725（1番人気）
3連複票数 計 559860 的中 ��� 32095（2番人気）
3連単票数 計1098979 的中 ��� 5842（45番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．8―12．5―12．3―12．0―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．6―48．1―1：00．4―1：12．4―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラシックリディア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2013．3．2生 牝2黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イルチェーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月24日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 マアルクマアルク号（事故のため）
※クラシックリディア号・ドナパンテーラ号・ミッキーチェリー号は，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。

2806610月24日 晴 良 （27京都4）第6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

67 タ マ モ リ ド 牝4黒鹿55 太宰 啓介タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 21：52．0 2．5�
710 ハッピーエム 牝4鹿 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 446＋ 4 〃 クビ 3．1�
44 クロカミノオトメ 牝5青 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：52．63� 30．9�
55 マダムウルル 牝3黒鹿53 藤岡 康太�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 454－241：52．7クビ 41．5�
811 クイーンズシアター 牝4鹿 55 浜中 俊 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 464± 01：52．8� 5．2	
812� サンレイフレンチ 牝4栗 55 酒井 学永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420＋ 21：53．01 147．9

22 � アグリナデシコ 牝4黒鹿55 和田 竜二アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 442＋ 4 〃 クビ 373．8�
11 ウォーターフレアー 牝4黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 504＋16 〃 アタマ 34．9�
33 サトノフラリッシュ 牝3鹿 53 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 81：53．1クビ 9．9
79 パヴェダイヤモンド 牝3栗 53 C．デムーロ 大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋101：54．27 8．3�

（仏）

68 ケープオブホープ 牝4黒鹿55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 榊原 敏明 430－ 21：54．3� 227．7�
56 シゲルハナガサ 牝3栗 53 幸 英明森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 448－ 21：54．93� 31．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，461，400円 複勝： 27，401，200円 枠連： 14，015，500円
馬連： 49，992，900円 馬単： 29，781，400円 ワイド： 26，774，500円
3連複： 63，907，800円 3連単： 108，646，400円 計： 343，981，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 330円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 240円 �� 750円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，320円

票 数

単勝票数 計 234614 的中 � 73283（1番人気）
複勝票数 計 274012 的中 � 70601（1番人気）� 56333（2番人気）� 14069（6番人気）
枠連票数 計 140155 的中 （6－7） 47189（1番人気）
馬連票数 計 499929 的中 �� 99038（1番人気）
馬単票数 計 297814 的中 �� 29079（1番人気）
ワイド票数 計 267745 的中 �� 33782（1番人気）�� 8296（10番人気）�� 8036（11番人気）
3連複票数 計 639078 的中 ��� 27445（6番人気）
3連単票数 計1086464 的中 ��� 12444（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―13．1―12．8―12．0―12．4―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．9―49．7―1：01．7―1：14．1―1：26．8―1：39．1

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

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

勝馬の
紹 介

タ マ モ リ ド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2013．8．11 小倉9着

2011．3．4生 牝4黒鹿 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 18戦3勝 賞金 25，700，000円
※ケープオブホープ号は，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。



2806710月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第7競走 ��
��2，200�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54�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
2：10．0
2：10．0

良
良

55 グランディフローラ 牝3鹿 52 C．デムーロ �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 456± 02：12．5 3．7�
（仏）

810 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 藤岡 康太市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 472＋ 2 〃 クビ 3．3�
67 ハイプレッシャー 牡4黒鹿57 浜中 俊�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524＋ 62：12．6クビ 5．8�
33 � アンシャックルド 	5栗 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 田中 章博 愛 S. F. Blood-
stock LLC 486－142：13．02
 100．4�

22 マイネボニータ 牝4栗 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 412＋ 62：13．1
 19．6	

78 アンバーグリスキー 牡3鹿 54 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444± 02：13．31
 4．4

44 ア ン ネ イ 牡3栗 54 太宰 啓介橋口スイ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 508＋122：13．4
 15．1�
811 エリタージュゲラン 牡4鹿 57 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 日高 白井牧場 464＋ 6 〃 ハナ 34．5�
66 アグネスウォーズ 牡3鹿 54

51 ▲三津谷隼人渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 520－ 2 〃 アタマ 144．7
11 ウインレーベン 牡4青鹿57 和田 竜二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 452＋ 4 〃 クビ 9．3�
79 キングサムソン 牡3鹿 54 幸 英明伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 472－ 62：14．78 42．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，247，300円 複勝： 22，318，200円 枠連： 10，188，800円
馬連： 47，926，400円 馬単： 26，998，100円 ワイド： 25，036，800円
3連複： 62，382，200円 3連単： 96，487，000円 計： 311，584，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 350円 �� 440円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 202473 的中 � 42671（2番人気）
複勝票数 計 223182 的中 � 34673（3番人気）� 50287（1番人気）� 32778（4番人気）
枠連票数 計 101888 的中 （5－8） 11238（2番人気）
馬連票数 計 479264 的中 �� 44554（2番人気）
馬単票数 計 269981 的中 �� 11767（4番人気）
ワイド票数 計 250368 的中 �� 18585（2番人気）�� 14149（5番人気）�� 16948（4番人気）
3連複票数 計 623822 的中 ��� 35819（3番人気）
3連単票数 計 964870 的中 ��� 9561（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．5―12．6―12．6―12．6―11．8―11．4―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�
12．4―23．9―36．1―48．6―1：01．2―1：13．8―1：26．4―1：38．2―1：49．6―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランディフローラ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．30 小倉2着

2012．4．17生 牝3鹿 母 フローラルカーヴ 母母 インディアナカーヴ 13戦2勝 賞金 26，763，000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。

2806810月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第8競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

714� ベ ッ ク 牡4栗 57 武 豊細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 498－ 61：24．5 2．8�
12 アダムズアップル 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512－ 41：24．6� 25．3�
713 ペプチドアルマ 牡3黒鹿55 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 450＋ 61：24．81� 6．0�
47 ハトマークエース 牡3黒鹿55 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 B470＋141：24．9クビ 25．2�
59 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474－ 21：25．0� 9．9�
36 モンラッシェ 牡4栗 57 太宰 啓介吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 14．8�
11 ラガーギアチェンジ 牡4青鹿57 和田 竜二奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 476－ 81：25．1� 8．5	
35 ワキノハガクレ 牡3黒鹿55 川須 栄彦脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 420－ 41：25．2クビ 75．5

23 � チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482－ 41：25．41	 146．5�
612� ライブリヘイロー 牝5鹿 55 水口 優也加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 462－ 61：25．5クビ 56．3�
510 ア バ ン サ ル 牡4栗 57 菱田 裕二今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 516＋141：25．6� 47．7
24 ディーセントワーク 牡4黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �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 494－ 41：25．91� 67．3�

611 レッドリーガル 牡3鹿 55 C．デムーロ �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 492＋181：26．22 5．2�
（仏）

815 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 488＋ 41：26．3� 68．5�

48 � モ ナ ル カ 
4栗 57 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 426－ 41：26．72� 230．7�
816 エミネントレコード 牡4鹿 57 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B504＋181：27．23 12．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，749，100円 複勝： 46，121，700円 枠連： 21，901，900円
馬連： 74，407，700円 馬単： 36，421，300円 ワイド： 40，425，000円
3連複： 95，910，800円 3連単： 122，438，400円 計： 468，375，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 380円 � 190円 枠 連（1－7） 660円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 370円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 27，570円

票 数

単勝票数 計 307491 的中 � 87169（1番人気）
複勝票数 計 461217 的中 � 120886（1番人気）� 22877（8番人気）� 58700（2番人気）
枠連票数 計 219019 的中 （1－7） 25361（2番人気）
馬連票数 計 744077 的中 �� 18698（10番人気）
馬単票数 計 364213 的中 �� 5549（16番人気）
ワイド票数 計 404250 的中 �� 9205（11番人気）�� 31450（1番人気）�� 4038（27番人気）
3連複票数 計 959108 的中 ��� 12329（15番人気）
3連単票数 計1224384 的中 ��� 3219（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．2―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベ ッ ク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Royal Academy

2011．5．10生 牡4栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby 10戦2勝 賞金 29，500，000円
初出走 JRA

※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。



2806910月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第9競走 ��
��1，200�

み ぶ

壬 生 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

610 ローレルベローチェ 牡4栗 57 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 498＋ 21：07．6 10．0�
46 モズハツコイ 牝4芦 55 C．デムーロ �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 474＋ 81：07．81� 5．5�

（仏）

58 オ ヒ ア 牝3黒鹿53 酒井 学金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 444＋ 41：07．9クビ 11．8�

11 トウカイセンス 牝4鹿 55 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 442－ 4 〃 クビ 3．4�
713 ウィットウォーター 牝4黒鹿55 太宰 啓介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B458＋121：08．0	 9．8�
22 
 イ ッ テ ツ 牡3鹿 55 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 480＋ 8 〃 ハナ 6．9	
23 ヤマニンマンドール 牡3黒鹿55 和田 竜二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458＋ 61：08．1� 12．7

35 � ブレイヴフィート 牝5鹿 55 川須 栄彦下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B456＋ 21：08．41	 265．3�
47 シンフォニア 牝3栗 53 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 478＋ 2 〃 クビ 24．4
814 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 57 武 幸四郎土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 514＋121：08．61� 197．4�
59 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 55 松山 弘平上村 利幸氏 島 一歩 浦河 浦河小林牧場 480＋ 41：08．7クビ 13．2�
815
 アスペンサミット 牝5鹿 55 幸 英明吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 486＋ 41：09．01	 21．5�
34 テーオーソルジャー 牡4栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482＋22 〃 クビ 14．8�
611 ポルボローネ 牝3栗 53 菱田 裕二小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 422＋ 8 〃 同着 39．5�
712 ラブローレル 牝3青鹿53 国分 優作増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 420＋101：09．21� 329．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，391，300円 複勝： 51，639，500円 枠連： 24，097，600円
馬連： 112，930，400円 馬単： 44，977，400円 ワイド： 50，614，500円
3連複： 136，111，900円 3連単： 170，237，000円 計： 625，999，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 400円 � 210円 � 300円 枠 連（4－6） 2，330円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 2，050円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 11，120円 3 連 単 ��� 70，970円

票 数

単勝票数 計 353913 的中 � 28286（5番人気）
複勝票数 計 516395 的中 � 30197（8番人気）� 73672（2番人気）� 44445（5番人気）
枠連票数 計 240976 的中 （4－6） 7995（9番人気）
馬連票数 計1129304 的中 �� 23803（13番人気）
馬単票数 計 449774 的中 �� 5092（24番人気）
ワイド票数 計 506145 的中 �� 9493（16番人気）�� 6239（31番人気）�� 12463（10番人気）
3連複票数 計1361119 的中 ��� 9180（42番人気）
3連単票数 計1702370 的中 ��� 1739（253番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．9―11．1―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．0―45．1―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルベローチェ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．12．22 阪神4着

2011．4．3生 牡4栗 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 14戦4勝 賞金 47，622，000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。

2807010月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第10競走 ��
��2，200�

こ と

古都ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，26．10．25以降27．10．18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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

22 � フェリーチェレガロ 牝5黒鹿52 武 豊平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 492＋122：13．2 4．4�
66 ダノンマックイン 牡7黒鹿54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 11．1�
44 ペンタトニック 牡4栗 55 幸 英明吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B480－ 2 〃 クビ 2．9�
77 タガノレイヨネ 牡6栗 53 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 22：13．3クビ 13．6�
33 � ベリーフィールズ 牝7鹿 52 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 476＋10 〃 クビ 11．0�
11 エーティータラント 牡5芦 55 藤岡 康太荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 498± 02：13．4クビ 3．5	
55 ショウナンバーキン 牝5青 52 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 474＋ 2 〃 クビ 11．1

88 マ ル ケ サ ス 牡6青鹿53 C．デムーロ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：14．46 16．2�

（仏）

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，927，700円 複勝： 33，213，400円 枠連： 発売なし
馬連： 95，607，000円 馬単： 44，967，300円 ワイド： 34，634，100円
3連複： 92，284，500円 3連単： 186，735，700円 計： 521，369，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 210円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 750円 �� 320円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 計 339277 的中 � 60373（3番人気）
複勝票数 計 332134 的中 � 51758（3番人気）� 32669（4番人気）� 76217（1番人気）
馬連票数 計 956070 的中 �� 24934（15番人気）
馬単票数 計 449673 的中 �� 6740（23番人気）
ワイド票数 計 346341 的中 �� 10908（14番人気）�� 30218（2番人気）�� 19774（4番人気）
3連複票数 計 922845 的中 ��� 30473（10番人気）
3連単票数 計1867357 的中 ��� 8014（69番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．9―13．0―12．8―12．6―12．5―11．7―11．2―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―24．1―37．0―50．0―1：02．8―1：15．4―1：27．9―1：39．6―1：50．8―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フェリーチェレガロ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 リファーズウィッシュ

2010．2．13生 牝5黒鹿 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス 17戦4勝 賞金 61，288，000円
初出走 JRA

〔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。



2807110月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第11競走 ��
��1，200�

むろまち

室町ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，26．10．25以降27．10．18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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 アドマイヤサガス 牡7青 56 国分 恭介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：10．6 46．8�
34 カ ジ キ 牡6鹿 54 小牧 太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 500＋ 81：10．7� 6．8�
33 トキノゲンジ 牡7鹿 53 藤岡 康太中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 506＋14 〃 アタマ 16．6�
45 � サウンドガガ 牝6黒鹿55 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

512－ 11：10．91	 3．7�
22 
 サクラレグナム 牡6栗 55 菱田 裕二�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 514＋ 21：11．0クビ 16．8�
58 メイショウマシュウ 牡7黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 510－261：11．21	 83．1	
46 ナガラオリオン 牡6鹿 56 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 466＋ 2 〃 ハナ 12．1

814
 サトノデプロマット 牡5黒鹿54 浜中 俊里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 514－ 41：11．41� 35．8�
813 ゴーイングパワー 牡6鹿 54 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 494± 0 〃 ハナ 18．8�
610 アメージングタクト 牡5鹿 54 松山 弘平 サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 5 〃 アタマ 19．5�
57 メイショウノーベル 牡6栗 55 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 506＋ 21：11．61 6．3�
69 � ナンチンノン 牡4栗 55 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 526＋ 41：11．91� 6．1�
712 ネオザウイナー 牡7青鹿53 川須 栄彦小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502＋ 81：12．96 76．8�
711 ルベーゼドランジェ 牝5鹿 53 C．デムーロ キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B488－ 2 （競走中止） 7．5�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，257，900円 複勝： 77，786，900円 枠連： 48，144，300円
馬連： 228，628，800円 馬単： 94，368，800円 ワイド： 92，933，200円
3連複： 308，830，400円 3連単： 420，279，600円 計： 1，327，229，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，680円 複 勝 � 880円 � 300円 � 520円 枠 連（1－3） 11，050円

馬 連 �� 19，000円 馬 単 �� 47，340円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 7，530円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 72，290円 3 連 単 ��� 605，770円

票 数

単勝票数 計 562579 的中 � 9601（12番人気）
複勝票数 計 777869 的中 � 21389（11番人気）� 75997（5番人気）� 38452（10番人気）
枠連票数 計 481443 的中 （1－3） 3375（27番人気）
馬連票数 計2286288 的中 �� 9324（53番人気）
馬単票数 計 943688 的中 �� 1495（118番人気）
ワイド票数 計 929332 的中 �� 5340（50番人気）�� 3142（66番人気）�� 13693（24番人気）
3連複票数 計3088304 的中 ��� 3204（190番人気）
3連単票数 計4202796 的中 ��� 503（1313番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．3―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―34．9―46．7―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 4，5（2，9，12，13）7，1－8，10（14，6）3 4 4，5（2，9，13）（7，12）1，8（10，6）（3，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤサガス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー 2010．7．10 阪神4着

2008．3．12生 牡7青 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 36戦6勝 賞金 156，414，000円
［他本会外：5戦1勝］

〔競走中止〕 ルベーゼドランジェ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

2807210月24日 晴 良 （27京都4）第6日 第12競走 ��
��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

11 ダノングッド 牡3栗 55 松山 弘平�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B496＋ 41：59．0 6．5�
77 トップディーヴォ 牡3鹿 55 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 480± 01：59．63� 3．4�
33 エンキンドル 牡4青 57 藤岡 康太 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 B560＋ 2 〃 ハナ 4．4�
22 ヨヨギマック 牡4栗 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 496＋ 2 〃 クビ 6．1�
44 	 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 470＋ 21：59．7クビ 27．7	
55 マウントハレアカラ 牡3鹿 55 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 460＋ 31：59．91 21．9

89 	 ミキノハルモニー 牡4栃栗 57

55 △城戸 義政谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 462＋ 62：00．11� 6．0�
88 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 524－ 22：00．74 40．5�
66 ロンギングエース 牡5鹿 57 浜中 俊坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B504－ 42：00．8
 6．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，378，900円 複勝： 40，840，900円 枠連： 15，310，900円
馬連： 91，316，400円 馬単： 45，518，600円 ワイド： 43，663，200円
3連複： 97，904，400円 3連単： 197，009，700円 計： 566，943，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 140円 � 180円 枠 連（1－7） 1，220円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 460円 �� 500円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 353789 的中 � 43048（5番人気）
複勝票数 計 408409 的中 � 50442（5番人気）� 86844（1番人気）� 56547（4番人気）
枠連票数 計 153109 的中 （1－7） 9679（5番人気）
馬連票数 計 913164 的中 �� 55616（5番人気）
馬単票数 計 455186 的中 �� 11808（12番人気）
ワイド票数 計 436632 的中 �� 23758（5番人気）�� 21508（6番人気）�� 38002（1番人気）
3連複票数 計 979044 的中 ��� 46623（3番人気）
3連単票数 計1970097 的中 ��� 12763（34番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．0―12．8―13．5―13．6―12．7―11．9―11．8―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．5―30．5―43．3―56．8―1：10．4―1：23．1―1：35．0―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノングッド �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．1．12 京都5着

2012．4．23生 牡3栗 母 マイグッドネス 母母 Caressing 8戦3勝 賞金 26，400，000円



（27京都4）第6日 10月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

221，370，000円
2，080，000円
13，350，000円
1，280，000円
20，080，000円
59，161，000円
3，848，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
359，202，900円
568，300，700円
192，864，100円
906，190，000円
465，776，300円
434，531，300円
1，118，948，300円
1，759，778，900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 5，805，592，500円

総入場人員 20，058名 （有料入場人員 18，637名）
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