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2807310月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第1競走 ��1，800�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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

22 レッドウィズダム 牡2鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 494± 01：55．7 2．4�
44 セイヴァイタル 牡2栗 55 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 458± 01：56．12� 2．8�
88 キングラディウス 牡2栗 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 4 〃 ハナ 11．4�
33 トニーブロンディ 牡2栗 55 武 豊トニー倶楽部 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 472＋ 41：56．31� 9．5�
89 ランドストーリア 牡2黒鹿55 菱田 裕二木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 西村 和夫 448－ 61：56．4クビ 60．2�
77 クリノカルカソンヌ 牡2鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 B506± 01：56．72 14．6	
55 ミスターライジン 牡2鹿 55 戸崎 圭太阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 476－ 21：57．23 5．9

66 シゲルクロカジキ 牡2鹿 55 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 496＋ 61：57．73 87．5�
11 テイエムハートダン 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 492＋ 21：59．9大差 22．2�
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売 得 金
単勝： 22，457，200円 複勝： 27，951，000円 枠連： 8，343，700円
馬連： 46，176，600円 馬単： 29，596，900円 ワイド： 25，164，300円
3連複： 63，495，600円 3連単： 116，749，700円 計： 339，935，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（2－4） 400円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 180円 �� 410円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 4，650円

票 数

単勝票数 計 224572 的中 � 72345（1番人気）
複勝票数 計 279510 的中 � 74902（2番人気）� 84056（1番人気）� 18262（6番人気）
枠連票数 計 83437 的中 （2－4） 16150（1番人気）
馬連票数 計 461766 的中 �� 85669（1番人気）
馬単票数 計 295969 的中 �� 25686（1番人気）
ワイド票数 計 251643 的中 �� 44061（1番人気）�� 14179（4番人気）�� 9067（9番人気）
3連複票数 計 634956 的中 ��� 31055（5番人気）
3連単票数 計1167497 的中 ��� 18200（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．7―50．5―1：03．1―1：15．8―1：28．9―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．9
1
3
4，9，2（1，6，8）（3，5，7）・（4，9）（2，8）7－（1，6，5）3

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

勝馬の
紹 介

レッドウィズダム 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2015．9．20 阪神5着

2013．3．16生 牡2鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 3戦1勝 賞金 6，200，000円

2807410月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第2競走 ��
��1，400�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
1：23．6
1：23．1

重
重

22 � トッコディルーチェ 牡2鹿 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

498＋ 41：25．9 2．4�
57 キクノレジェ 牡2鹿 55 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 野島牧場 472＋ 21：26．11� 4．1�
46 ヒロブレイブ 牡2鹿 55 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 458－ 41：26．52� 37．3�
711 コパノスウィープ 牡2栗 55 内田 博幸小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 456－ 41：27．03 66．6�
712� エリシェヴァ 牝2鹿 54 蛯名 正義前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 474± 01：27．1� 6．5�
45 エエカゲンニセイジ 牡2栗 55 北村 宏司松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか グランド牧場 468－ 21：27．52� 39．5�
33 シゲルサンマ 牡2黒鹿55 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 520＋ 2 〃 ハナ 197．7	
610 レッドボルテクス 牡2栗 55 戸崎 圭太 
東京ホースレーシング 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 482＋121：28．03 4．3�
58 ヒロノフェロー 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬サンエイ開発
 庄野 靖志 浦河 川越ファーム 504± 01：28．21 23．3�
34 モルトカズマ 牡2栗 55 藤岡 康太雅苑興業 西浦 勝一 浦河 鎌田 正嗣 B494＋121：28．3	 32．3�
814 シゲルサクラダイ 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 武田 博 浦河 王蔵牧場 440＋ 61：29．57 161．7�
69 ア レ ッ チ 牡2鹿 55 武 豊手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 476＋ 2 〃 ハナ 18．0�
813 オ ン ガ エ シ 牡2栗 55 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 新冠 佐藤牧場 450± 01：30．03 169．5�

（13頭）
11 ダンツエンペラー 牡2鹿 55 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，043，700円 複勝： 32，799，300円 枠連： 9，143，000円
馬連： 39，577，300円 馬単： 21，715，500円 ワイド： 22，158，000円
3連複： 44，110，400円 3連単： 59，354，800円 計： 250，902，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 460円 枠 連（2－5） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，040円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 差引計 220437（返還計 28763） 的中 � 73141（1番人気）
複勝票数 差引計 327993（返還計 52272） 的中 � 84085（1番人気）� 68645（2番人気）� 11272（7番人気）
枠連票数 差引計 91430（返還計 32938） 的中 （2－5） 15402（1番人気）
馬連票数 差引計 395773（返還計147863） 的中 �� 64155（1番人気）
馬単票数 差引計 217155（返還計 82692） 的中 �� 18161（1番人気）
ワイド票数 差引計 221580（返還計 85457） 的中 �� 31946（1番人気）�� 4799（11番人気）�� 5327（9番人気）
3連複票数 差引計 441104（返還計342900） 的中 ��� 13010（6番人気）
3連単票数 差引計 593548（返還計478588） 的中 ��� 5626（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．6―48．0―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トッコディルーチェ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Charismatic デビュー 2015．10．11 東京3着

2013．5．1生 牡2鹿 母 Touch of Splendor 母母 Into Temptation 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 ダンツエンペラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時

刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダンツエンペラー号は，平成27年10月26日から平成27年11月24日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。

第４回 京都競馬 第７日



2807510月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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

23 サ ラ ザ ン 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 460± 01：47．7 7．3�
712 サンライズクロンヌ 牡2栗 55 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 466± 01：47．8� 3．0�
35 � タニノアーバンシー 牝2黒鹿54 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 488－ 21：48．22� 4．0�
610 ルドルフィーナ 牡2青鹿55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 468＋ 21：48．51	 38．9�
713 ココファンタジア 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋12 〃 クビ 5．7	
34 タイセイアモーレ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 456－101：48．6	 12．7

611 ゴットロマーネ 牡2栗 55 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468± 01：48．7� 15．7�
59 キタサンミサイル 牡2青鹿55 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 518－ 81：48．91 6．8�
22 シゲルクルマダイ 牡2鹿 55 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 458＋ 41：49．0	 277．0
814 クレッシェレ 牡2黒鹿55 菱田 裕二布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 470± 01：49．1クビ 498．0�
815� ラ ト ナ プ ラ 牝2鹿 54 福永 祐一前田 葉子氏 笹田 和秀 米 Bryant H.

Prentice, III 420－ 41：49．31� 104．2�
11 ソレイユロワイヤル 牡2鹿 55 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 アタマ 64．4�
47 バナーワーク 牡2栗 55 国分 恭介吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 444－ 41：49．93� 420．7�
46 コパデグレース 牝2鹿 54 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 468± 01：50．11
 338．1�
58 タガノカイリ 牡2芦 55 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 21：50．2	 96．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，134，500円 複勝： 42，001，400円 枠連： 17，379，800円
馬連： 58，298，200円 馬単： 32，695，000円 ワイド： 32，413，700円
3連複： 81，122，400円 3連単： 109，195，400円 計： 403，240，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 180円 � 130円 � 170円 枠 連（2－7） 750円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 420円 �� 530円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 301345 的中 � 32899（5番人気）
複勝票数 計 420014 的中 � 51075（4番人気）� 103025（1番人気）� 60462（2番人気）
枠連票数 計 173798 的中 （2－7） 17794（3番人気）
馬連票数 計 582982 的中 �� 39255（4番人気）
馬単票数 計 326950 的中 �� 9534（9番人気）
ワイド票数 計 324137 的中 �� 18931（4番人気）�� 14433（6番人気）�� 33887（1番人気）
3連複票数 計 811224 的中 ��� 48238（2番人気）
3連単票数 計1091954 的中 ��� 7580（27番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―11．8―12．6―12．9―12．4―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―34．6―46．4―59．0―1：11．9―1：24．3―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F35．8
3 ・（6，8）（3，10）15（4，12）（13，1）9（5，11）14－2－7 4 6（8，10）（3，15）1（12，13）4（9，11）5，14，2－7

勝馬の
紹 介

サ ラ ザ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alphabet Soup デビュー 2015．10．3 阪神3着

2013．3．20生 牡2鹿 母 エービーヌードル 母母 Rasant 2戦1勝 賞金 6，800，000円

2807610月25日 晴 良 （27京都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

11 アットザシーサイド 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 448 ―1：22．0 5．0�
47 サトノマイヒメ 牝2栗 54 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466 ―1：22．21� 6．7�
12 ホーマンビジュー 牝2鹿 54 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456 ―1：22．41� 5．3�
816 ブリリョドソル 牝2黒鹿54 内田 博幸名古屋友豊� 宮本 博 洞�湖 レイクヴィラファーム 442 ―1：22．61� 12．6�
24 ウートゥルメール 牝2鹿 54 藤岡 康太�ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 482 ―1：22．91� 16．8	
35 プラチナメモリー 牝2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 吉田 直弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 394 ― 〃 クビ 10．8

36 ダンツロビン 牝2鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 長田ファーム 440 ―1：23．0� 12．8�
23 ラ ブ リ ッ サ 牝2栗 54

52 △城戸 義政一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 400 ― 〃 クビ 137．5�
715 メイショウシッポウ 牝2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 438 ― 〃 クビ 36．9
59 セータコローナ 牝2鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482 ―1：23．1� 6．3�
612 アレルキナーダ 牝2鹿 54 横山 典弘服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 500 ―1：23．31� 52．0�
713 ジャーメイン 牝2栗 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ―1：23．4クビ 10．0�
714 ハトマークレディ 牝2鹿 54 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 402 ― 〃 ハナ 117．7�
611 ロ ワ ー ル 牝2栗 54 幸 英明林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 432 ―1：23．61� 131．3�
48 テイエムオデュール 牝2鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム

牧場株式会社 428 ―1：24．13 153．6�
510 カシノマイドリーム 牝2鹿 54 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 上村 清志 432 ―1：24．2� 183．0�
817 シャインアウト 牝2黒鹿 54

53 ☆松若 風馬�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 430 ―1：24．41� 128．6�
818 アドマイヤディーバ 牝2黒鹿54 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428 ―1：24．93 15．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，375，100円 複勝： 34，014，800円 枠連： 22，202，100円
馬連： 53，819，200円 馬単： 27，090，900円 ワイド： 31，342，700円
3連複： 75，019，500円 3連単： 86，320，300円 計： 355，184，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 210円 � 200円 枠 連（1－4） 950円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 750円 �� 380円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 16，540円

票 数

単勝票数 計 253751 的中 � 40058（1番人気）
複勝票数 計 340148 的中 � 51804（1番人気）� 40785（4番人気）� 44820（2番人気）
枠連票数 計 222021 的中 （1－4） 18036（3番人気）
馬連票数 計 538192 的中 �� 19386（5番人気）
馬単票数 計 270909 的中 �� 4572（10番人気）
ワイド票数 計 313427 的中 �� 10143（5番人気）�� 22561（1番人気）�� 13508（2番人気）
3連複票数 計 750195 的中 ��� 19580（2番人気）
3連単票数 計 863203 的中 ��� 3783（9番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．9―12．1―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．4―46．3―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アットザシーサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2013．4．3生 牝2鹿 母 ルミナスハーバー 母母 タックスヘイブン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ヴェレーナ号・キタノタイセツ号・クラシックリディア号・スリーアリアン号・ドナパンテーラ号・

フィエスタオーレ号・ミッキーチェリー号



2807710月25日 晴 良 （27京都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

79 ドレッドノータス 牡2栗 55 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470 ―2：02．1 3．6�
68 ナムラシングン 牡2黒鹿55 内田 博幸奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 518 ― 〃 クビ 12．1�
44 ファスナハト 牡2青鹿55 C．ルメール �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 534 ―2：02．2� 3．8�
710 トライブキング 牡2鹿 55 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 444 ―2：02．3クビ 7．9�
56 ク ロ ー ク ス 牡2栗 55 幸 英明 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470 ―2：02．51� 9．3�
67 グレイスディオーネ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太山本 慎一氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 482 ―2：02．6	 4．8	
55 タガノアーバニティ 牡2栗 55 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 502 ―2：03．02	 74．0

812 カ エ サ ル 牡2鹿 55 浜中 俊坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 468 ―2：03．63	 34．7�

（ミュゼカエサル）

811 テイエムパフューム 牝2栗 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 462 ―2：04．66 143．2�
11 ダークフォース 牝2鹿 54 M．デムーロ田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 クビ 10．4
33 エンプレスボード 牝2芦 54 北村 宏司山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 佐竹 学 482 ―2：04．7クビ 40．8�
22 ホーリーアーマー 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬天堀 忠博氏 橋田 満 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 450 ―2：05．65 37．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，801，000円 複勝： 34，434，200円 枠連： 15，691，100円
馬連： 58，419，500円 馬単： 31，170，000円 ワイド： 29，399，800円
3連複： 74，980，300円 3連単： 100，061，200円 計： 373，957，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 260円 � 160円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 340円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 20，700円

票 数

単勝票数 計 298010 的中 � 65996（1番人気）
複勝票数 計 344342 的中 � 69599（1番人気）� 26334（6番人気）� 61727（2番人気）
枠連票数 計 156911 的中 （6－7） 23757（1番人気）
馬連票数 計 584195 的中 �� 16049（14番人気）
馬単票数 計 311700 的中 �� 4848（23番人気）
ワイド票数 計 293998 的中 �� 6907（15番人気）�� 24979（1番人気）�� 8147（13番人気）
3連複票数 計 749803 的中 ��� 18977（11番人気）
3連単票数 計1000612 的中 ��� 3503（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．9―37．7―50．1―1：02．5―1：15．2―1：27．1―1：38．7―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
・（4，9）12（3，7，10）（1，5，6）－（2，8）－11・（4，9）－（12，10）（7，6）3，5（1，11）8－2

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノータス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．3．9生 牡2栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダークフォース号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔その他〕 ダークフォース号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

2807810月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第6競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

815� エイシンラナウェー 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 492＋ 81：11．2 1．4�

24 � アヴェーヌモン 牡3鹿 55 石橋 脩加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 532＋121：11．52 45．7�

611� フライングニンバス 牝3鹿 53 岩田 康誠橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough
LLC 510＋ 2 〃 ハナ 24．0�

36 ティップトップ 牝4鹿 55 藤岡 康太 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 512＋101：11．81	 9．4�

48 
 ブロンズテーラー 牝4青鹿55 太宰 啓介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：12．01� 28．0�
713 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 武 豊大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 446－ 6 〃 ハナ 20．5	
12 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 55

54 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 514± 01：12．1	 19．7

47 コパノチャールズ 牡3栗 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 490－ 81：12．41	 94．7�
59 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462＋181：12．5� 105．6
612
 アイファーハート 牝3黒鹿53 柴田 未崎中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 428＋ 4 〃 ハナ 437．0�
714 コマノサラサ 牝3栗 53 浜中 俊長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 470± 0 〃 ハナ 67．9�
35 グリューヴァイン 牝3栗 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 6．0�
510� イ ズ モ 牡3栗 55 幸 英明田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 478＋10 〃 アタマ 18．9�
816� エナジータウン 牡3鹿 55 蛯名 正義幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 452－ 41：12．6	 82．0�
11 ネイバルエンスン 3鹿 55 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 田渕牧場 444－ 41：12．91� 128．7�
23 
 スリーヴェスタ 牡4青鹿 57

55 △城戸 義政永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 520＋ 61：14．17 402．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，764，100円 複勝： 118，035，700円 枠連： 22，220，600円
馬連： 75，887，500円 馬単： 50，951，600円 ワイド： 43，159，000円
3連複： 97，780，400円 3連単： 168，297，300円 計： 613，096，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 700円 � 420円 枠 連（2－8） 3，840円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 710円 �� 7，000円

3 連 複 ��� 14，710円 3 連 単 ��� 54，200円

票 数

単勝票数 計 367641 的中 � 196629（1番人気）
複勝票数 計1180357 的中 � 878343（1番人気）� 11446（9番人気）� 20670（7番人気）
枠連票数 計 222206 的中 （2－8） 4481（10番人気）
馬連票数 計 758875 的中 �� 16331（9番人気）
馬単票数 計 509516 的中 �� 8104（15番人気）
ワイド票数 計 431590 的中 �� 8620（12番人気）�� 16487（7番人気）�� 1511（45番人気）
3連複票数 計 977804 的中 ��� 4984（41番人気）
3連単票数 計1682973 的中 ��� 2251（147番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．7―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．5―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．4
3 4（11，15）（7，13）（5，14）（2，10）（1，6）16，8（12，9）3 4 ・（4，11）15，7，13（5，14）（2，10）（1，6）8，16，9，12，3

勝馬の
紹 介

�エイシンラナウェー �
�
父 Old Fashioned �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．5．10 京都6着

2011．1．24生 牡4栗 母 Catspaw 母母 Footing 14戦3勝 賞金 46，996，000円
〔制裁〕 アイファーハート号の騎手柴田未崎は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ケープオブホープ号・コピーライター号・レディー号



2807910月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第7競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 バスタータイプ 牡3鹿 55 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 514＋ 61：52．7 2．9�
813 ストロベリーキング �4黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 478＋ 41：52．91 6．7�
68 エイシンナセル 牡3鹿 55 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 478－ 2 〃 ハナ 3．6�
812 シンボリハミルトン 牡4芦 57 横山 典弘シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 524＋ 81：53．11� 4．8�
33 ゴーザトップ 牡4栗 57 戸崎 圭太江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484± 0 〃 クビ 17．2�
69 タイムアラウド 牡5鹿 57 古川 吉洋 	シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：53．2� 46．1

56 メイショウクオン 牡3鹿 55 岩田 康誠松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 498－ 41：53．3� 18．9�
57 ハッピーロード �4栗 57 秋山真一郎豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 496＋101：53．51 24．5
44 コウエイアース 牡5鹿 57 田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 468－ 41：53．6� 186．2�
710 ピ ン ク マ ン 牡3黒鹿55 松山 弘平福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 446＋ 41：54．13 104．9�
711 ピエナトップガン 牡5栗 57 幸 英明本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 490＋181：54．31� 134．6�
11 タガノレグルス 牡3鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋10 〃 クビ 13．7�
45 ビクトリーミノル 牡3栗 55 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484± 01：54．83 47．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，963，900円 複勝： 43，941，600円 枠連： 19，188，600円
馬連： 73，545，800円 馬単： 39，016，200円 ワイド： 41，331，300円
3連複： 106，943，000円 3連単： 144，845，000円 計： 499，775，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（2－8） 420円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 340円 �� 210円 �� 420円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 309639 的中 � 82814（1番人気）
複勝票数 計 439416 的中 � 96098（1番人気）� 67403（4番人気）� 80651（2番人気）
枠連票数 計 191886 的中 （2－8） 34671（1番人気）
馬連票数 計 735458 的中 �� 50544（3番人気）
馬単票数 計 390162 的中 �� 16697（5番人気）
ワイド票数 計 413313 的中 �� 29276（3番人気）�� 55451（1番人気）�� 22904（5番人気）
3連複票数 計1069430 的中 ��� 87113（2番人気）
3連単票数 計1448450 的中 ��� 19556（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―50．0―1：02．4―1：14．5―1：26．9―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バスタータイプ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 阪神2着

2012．4．29生 牡3鹿 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 8戦2勝 賞金 27，600，000円
〔制裁〕 エイシンナセル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10，000円。（被害馬：10番）

2808010月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第8競走 ��
��2，000�

き た の

北 野 特 別
発走13時55分（番組第9競走を順序変更） （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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 アングライフェン 牡3鹿 55 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 42：01．4 2．5�

77 グランカマラード 牡3栗 55 M．デムーロ田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 クビ 16．5�
66 グッドスピリッツ �4鹿 57 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 454＋122：01．61	 11．1�
55 ムーンクレスト 牡3鹿 55 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 452－ 6 〃 アタマ 3．5�
33 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 57 浜中 俊名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 460－ 2 〃 ハナ 10．0�
44 テスタメント 牡4鹿 57 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 438± 02：01．91
 5．4	
88 フ ァ シ ー ノ 牡4鹿 57 岩田 康誠 
社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 472＋ 22：02．11	 8．0�
22 フェブノヘア 牝4栗 55 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 462＋ 22：02．31	 45．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，872，700円 複勝： 34，704，600円 枠連： 発売なし
馬連： 83，659，100円 馬単： 44，807，800円 ワイド： 34，389，900円
3連複： 83，639，000円 3連単： 191，211，700円 計： 510，284，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 410円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 740円 �� 920円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 9，280円 3 連 単 ��� 42，770円

票 数

単勝票数 計 378727 的中 � 117741（1番人気）
複勝票数 計 347046 的中 � 92250（1番人気）� 17364（7番人気）� 19929（6番人気）
馬連票数 計 836591 的中 �� 28432（9番人気）
馬単票数 計 448078 的中 �� 11406（11番人気）
ワイド票数 計 343899 的中 �� 12330（10番人気）�� 9657（13番人気）�� 4627（21番人気）
3連複票数 計 836390 的中 ��� 6755（33番人気）
3連単票数 計1912117 的中 ��� 3241（148番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―13．4―12．3―12．0―12．1―11．7―11．7―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．6―39．0―51．3―1：03．3―1：15．4―1：27．1―1：38．8―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3
1
3
6，7，5，3（2，8）4，1
6，7（5，3）（2，4，8）1

2
4
6－7，5，3（2，8）4，1
6，7（5，3）（2，4，8）1

勝馬の
紹 介

アングライフェン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．7．26 中京4着

2012．4．13生 牡3鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 11戦3勝 賞金 40，240，000円

追 加 記 事（第 4回京都競馬第 6日第 9競走）
〔その他〕　　オヒア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　オヒア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年 11月 24

日まで出走できない。



2808110月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第9競走 ��
��1，400�な で し こ 賞

発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

11 サウンドスカイ 牡2栗 55 福永 祐一増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 496＋101：25．2 15．4�
510� コパノディール 牝2黒鹿54 菱田 裕二小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 420± 01：25．62� 52．1�
713 レッドラウダ 牡2鹿 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 516－ 61：25．81 6．1�
816 バ デ ル 牡2黒鹿55 幸 英明今西 和雄氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 4 〃 クビ 31．9�
47 デピュティプライム 牡2栗 55 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468＋ 21：26．01 2．4�
35 エ ポ ッ ク 牡2黒鹿55 C．ルメール 吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 506＋ 81：26．21� 4．1	
714 オ フ ク ヒ メ 牝2黒鹿54 和田 竜二山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 438＋ 21：26．41	 68．5

23 コパノリスボン 牡2栗 55 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 486＋121：26．5� 32．5�
48 ファビラスヒーロー 牡2芦 55 武 豊吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 480＋ 41：26．81
 40．3�
815 クリノシャンボール 牡2黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 474＋ 2 〃 クビ 30．4
36 ラブゴーギャン 牡2鹿 55 蛯名 正義森田 千秋氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 468± 01：26．9クビ 93．7�
59 リネンソング 牡2黒鹿55 石橋 脩戸山 光男氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 468－ 41：27．0� 92．7�
612 ペイシャオトメ 牝2鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 464－ 41：27．1
 180．2�
12 セレッソプリマベラ 牝2栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 428－ 41：27．3
 63．4�
24 ソーディヴァイン 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520＋101：28．68 6．3�
611 シゲルクロマグロ 牡2黒鹿55 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 516－ 61：29．45 113．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，474，000円 複勝： 61，468，600円 枠連： 27，683，400円
馬連： 121，962，400円 馬単： 59，931，700円 ワイド： 58，412，400円
3連複： 159，325，800円 3連単： 221，924，200円 計： 761，182，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 440円 � 810円 � 220円 枠 連（1－5） 12，330円

馬 連 �� 25，300円 馬 単 �� 47，970円

ワ イ ド �� 5，090円 �� 1，740円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 77，690円 3 連 単 ��� 578，750円

票 数

単勝票数 計 504740 的中 � 26135（5番人気）
複勝票数 計 614686 的中 � 34918（5番人気）� 17157（8番人気）� 89287（3番人気）
枠連票数 計 276834 的中 （1－5） 1739（26番人気）
馬連票数 計1219624 的中 �� 3735（51番人気）
馬単票数 計 599317 的中 �� 937（93番人気）
ワイド票数 計 584124 的中 �� 2933（46番人気）�� 8832（14番人気）�� 3054（44番人気）
3連複票数 計1593258 的中 ��� 1538（156番人気）
3連単票数 計2219242 的中 ��� 278（960番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―12．1―12．8―13．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．3―33．8―45．9―58．7―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F39．3
3 ・（11，13）12（4，6）（15，16）（5，14）（1，7）－（2，8）（10，9）－3 4 ・（11，13）－（6，12）（4，16）（5，14）7（1，15）（2，8）（10，9）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サウンドスカイ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．8．16 新潟4着

2013．3．23生 牡2栗 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 4戦2勝 賞金 16，464，000円
〔発走状況〕 コパノリスボン号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴェンジェンス号・シゲルサケガシラ号

2808210月25日 晴 良 （27京都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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

712� エイシンブルズアイ 牡4栗 57 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 472＋ 41：08．1 2．6�
611 ラインスピリット 牡4黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 434＋161：08．2	 32．3�
22 ラヴァーズポイント 牝5青鹿55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 508＋181：08．41
 39．6�
610 プレイズエターナル 牡5黒鹿57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500＋ 6 〃 ハナ 12．7�
11 サンブルエミューズ 牝5栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450－101：08．61
 8．1	
23 トーキングドラム 牡5鹿 57 戸崎 圭太下河
美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480＋ 8 〃 クビ 8．1�
35 アドマイヤナイト 牝3栗 53 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 426± 01：08．7	 3．1�
713 ヤマニンプチガトー 牝6栗 55 国分 恭介土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 486＋ 2 〃 クビ 217．1
47 ユキノアイオロス �7鹿 57 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：08．91
 41．4�
59 ヤ マ ノ レ オ �5栗 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 492＋ 4 〃 クビ 160．5�
58 マンボネフュー 牡5青 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：09．0	 19．4�
814 フォーエバーモア 牝4栗 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 468－ 6 〃 クビ 16．6�
34 ブライトチェリー 牝5芦 55 和田 竜二 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 478＋ 61：09．1	 94．8�
815 シンジュボシ 牝5栗 55 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 B502＋10 〃 クビ 91．4�
46 オレニホレルナヨ 牡6栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 506＋ 61：09．31	 90．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，994，100円 複勝： 70，875，200円 枠連： 33，822，000円
馬連： 170，291，400円 馬単： 77，028，100円 ワイド： 71，396，300円
3連複： 210，835，800円 3連単： 312，414，600円 計： 1，008，657，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 600円 � 740円 枠 連（6－7） 1，050円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 1，930円 �� 8，930円

3 連 複 ��� 32，850円 3 連 単 ��� 109，100円

票 数

単勝票数 計 619941 的中 � 185312（1番人気）
複勝票数 計 708752 的中 � 169064（1番人気）� 25347（8番人気）� 19712（10番人気）
枠連票数 計 338220 的中 （6－7） 24736（2番人気）
馬連票数 計1702914 的中 �� 30305（14番人気）
馬単票数 計 770281 的中 �� 9158（20番人気）
ワイド票数 計 713963 的中 �� 11093（17番人気）�� 9638（21番人気）�� 2015（63番人気）
3連複票数 計2108358 的中 ��� 4813（92番人気）
3連単票数 計3124146 的中 ��� 2076（297番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―11．2―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．5―45．7―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンブルズアイ �
�
父 Belgravia �

�
母父 Siphon デビュー 2013．11．16 京都1着

2011．4．6生 牡4栗 母 Miss Fear Factor 母母 Puddlejump 12戦4勝 賞金 91，315，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



2808310月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第11競走 ��
��3，000�第76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 112，000，000円 45，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，200，000円
付 加 賞 32，669，000円 9，334，000円 4，667，000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

24 キタサンブラック 牡3鹿 57 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 530－ 23：03．9 13．4�
611 リアルスティール 牡3鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 4．3�
817 リ ア フ ァ ル 牡3鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506± 03：04．0� 3．1�
23 タンタアレグリア 牡3栗 57 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 63：04．21� 15．0�
12 サトノラーゼン 牡3鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 23：04．41� 5．9	
35 ベ ル ー フ 牡3鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 23：04．5� 17．4

510 ブライトエンブレム 牡3鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 20．9�
48 ミュゼエイリアン 牡3鹿 57 横山 典弘坂本 肇氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476± 03：04．81	 34．5�
714 マッサビエル 牡3栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 510＋ 2 〃 クビ 30．6
715 ジュンツバサ 牡3鹿 57 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482－ 83：04．9クビ 38．2�
47 スティーグリッツ 牡3栗 57 内田 博幸�G1レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 83：05．11� 10．6�
59 アルバートドック 牡3鹿 57 藤岡 康太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 43：05．3	 38．7�
816 タガノエスプレッソ 牡3鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 2 〃 アタマ 204．1�
612 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿57 M．デムーロ山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 486＋ 63：05．83 25．0�
818 スピリッツミノル 牡3栗 57 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488± 03：06．11	 121．8�
11 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 57 武 幸四郎�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488＋103：06．52� 189．3�
36 レッドソロモン 牡3鹿 57 武 豊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B480＋ 23：06．81� 52．3�
713 マサハヤドリーム 牡3鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 460＋ 83：07．54 154．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 622，980，500円 複勝： 645，049，900円 枠連： 584，383，400円 馬連： 2，510，936，300円 馬単： 1，100，316，400円
ワイド： 844，265，500円 3連複： 3，804，492，800円 3連単： 6，228，693，700円 5重勝： 631，472，300円 計： 16，972，590，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 370円 � 170円 � 160円 枠 連（2－6） 1，430円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，320円 �� 430円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 38，880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����� 10，781，230円

票 数

単勝票数 計6229805 的中 � 371641（5番人気）
複勝票数 計6450499 的中 � 342964（6番人気）� 1089440（2番人気）� 1196082（1番人気）
枠連票数 計5843834 的中 （2－6） 316569（4番人気）
馬連票数 計25109363 的中 �� 502113（14番人気）
馬単票数 計11003164 的中 �� 82783（34番人気）
ワイド票数 計8442655 的中 �� 159923（13番人気）�� 156326（14番人気）�� 553295（1番人気）
3連複票数 計38044928 的中 ��� 614463（8番人気）
3連単票数 計62286937 的中 ��� 116128（100番人気）
5重勝票数 計6314723 的中 ����� 41

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．3―12．5―13．1―13．7―13．7―11．8―12．1―12．0―11．9―11．6―12．2―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�
12．7―23．8―35．4―47．7―1：00．2―1：13．3―1：27．0―1：40．7―1：52．5―2：04．6―2：16．6―2：28．5

2，600� 2，800�
―2：40．1―2：52．3

コーナー
通過順位

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

2
�

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

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡3鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 7戦5勝 賞金 292，087，000円
〔発走状況〕 スティーグリッツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ワンダーアツレッタ号の騎手M．デムーロは，1周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

サトノラーゼン号の騎手岩田康誠は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）

2808410月25日 晴 良 （27京都4）第7日 第12競走 ��
��1，400�

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

611� テーオーヘリオス 牡3鹿 55 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 488＋ 81：23．5 2．8�

510 サウススターマン 牡4黒鹿57 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 492＋ 61：23．6	 6．3�
612� トータルヒート 牝4栗 55 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 462－ 41：23．81
 7．9�
35 ナンヨーマーク 牡4青鹿57 戸崎 圭太中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 516－ 41：23．9	 46．7�
816 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 498＋ 2 〃 クビ 4．8�
47 ケ ッ キ セ ヨ 牡5鹿 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 488＋ 61：24．0� 94．5	
714 アクションバイオ 牡5黒鹿57 国分 優作バイオ
 西浦 勝一 平取 坂東牧場 480± 01：24．1	 24．9�
713� フィドゥーシア 牝3鹿 53 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 478－ 2 〃 ハナ 12．3�
24 ピンストライプ 牡3青鹿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 526＋201：24．31
 9．7
36 � エルフショット 5青鹿57 古川 吉洋 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 458＋ 6 〃 クビ 147．6�
12 ラインハート 牝4鹿 55 C．ルメール P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B470＋ 81：24．4	 17．9�
815 テーオーレイチェル 牝5芦 55 M．デムーロ小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448－ 2 〃 クビ 32．4�
59 カシノインカローズ 牝6鹿 55 城戸 義政柏木 務氏 松下 武士 新ひだか 前川 隆則 460－121：24．61 182．6�
23 バ コ パ 牡6栗 57 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 492－ 21：24．81
 82．1�
48 マルカファイン 牡6栗 57 秋山真一郎日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 514－ 41：24．9	 72．2�
11 ゼンノヒストリエ 牡4黒鹿57 田辺 裕信大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 510＋ 41：25．1� 33．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，821，300円 複勝： 126，543，100円 枠連： 75，339，200円
馬連： 291，175，700円 馬単： 131，190，700円 ワイド： 137，349，800円
3連複： 365，516，500円 3連単： 575，292，100円 計： 1，810，228，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 180円 � 190円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 360円 �� 490円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 6，900円

票 数

単勝票数 計1078213 的中 � 300743（1番人気）
複勝票数 計1265431 的中 � 296513（1番人気）� 172096（3番人気）� 146654（4番人気）
枠連票数 計 753392 的中 （5－6） 83512（2番人気）
馬連票数 計2911757 的中 �� 283976（2番人気）
馬単票数 計1311907 的中 �� 70603（2番人気）
ワイド票数 計1373498 的中 �� 102384（2番人気）�� 70704（4番人気）�� 50464（6番人気）
3連複票数 計3655165 的中 ��� 142188（3番人気）
3連単票数 計5752921 的中 ��� 60393（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．8―12．0―12．2―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．5―46．5―58．7―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 1，11，12，4（2，10，15，16）7（8，14，3）9（6，5）－13 4 1，11，12（4，10，15，16）7（2，14，3）8（6，9，5）13

勝馬の
紹 介

�テーオーヘリオス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2015．5．3 京都6着

2012．5．11生 牡3鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising 9戦3勝 賞金 37，228，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マークスマン号
（非抽選馬） 1頭 ライブリシーラ号

５レース目



（27京都4）第7日 10月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

407，970，000円
2，080，000円
9，310，000円
48，480，000円
37，700，000円
68，227，000円
5，060，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
1，078，682，100円
1，271，819，400円
835，396，900円
3，583，749，000円
1，645，510，800円
1，370，782，700円
5，167，261，500円
8，314，360，000円
631，472，300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 23，899，034，700円

総入場人員 52，689名 （有料入場人員 49，865名）
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