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3200111月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時10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

814 ドライヴナイト 牡2黒鹿55 北村 友一桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 502＋ 21：24．8 3．6�
69 メイショウノボサン 牡2栗 55 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 456＋ 41：25．22� 1．7�
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 462＋ 41：26．26 14．3�
610 リ ル ー ジ ュ 牡2鹿 55 C．ルメール 江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 452－10 〃 クビ 13．2�
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 494－121：26．83� 20．1�
711 チュウワメジャー 牡2栗 55 岩田 康誠中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 530± 01：27．01� 22．3	
58 カノヤルジャンドル 牝2鹿 54 松山 弘平神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 438－ 41：27．1� 201．9

712 フ ラ ッ ク ス 牝2栗 54 高倉 稜山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 406－ 41：27．2� 197．8�
22 セイエスパーニャ 牝2黒鹿54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 城地 清満 434－ 41：28．05 46．9�
45 ペガサスバローズ 牡2栗 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 436＋ 21：28．1クビ 13．9
813 サカジロチュウオー 牡2鹿 55 和田 竜二ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 幾千世牧場 B462＋ 21：28．2	 30．3�
34 ヴィシュトリア 牡2黒鹿55 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 454＋ 21：28．41� 152．3�
11 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 448－ 21：28．5� 157．7�
57 カシノマイドリーム 牝2鹿 54 水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 上村 清志 432± 01：29．56 343．8�
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売 得 金
単勝： 20，373，700円 複勝： 69，613，400円 枠連： 12，393，500円
馬連： 45，097，400円 馬単： 27，228，600円 ワイド： 26，215，100円
3連複： 64，728，700円 3連単： 94，287，400円 計： 359，937，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 150円 �� 410円 �� 310円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 203737 的中 � 45147（2番人気）
複勝票数 計 696134 的中 � 69074（2番人気）� 510751（1番人気）� 24446（3番人気）
枠連票数 計 123935 的中 （6－8） 41620（1番人気）
馬連票数 計 450974 的中 �� 126408（1番人気）
馬単票数 計 272286 的中 �� 32522（2番人気）
ワイド票数 計 262151 的中 �� 60197（1番人気）�� 13122（4番人気）�� 18433（2番人気）
3連複票数 計 647287 的中 ��� 66137（1番人気）
3連単票数 計 942874 的中 ��� 26490（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．0―47．5―1：00．2―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドライヴナイト �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．18 新潟2着

2013．3．18生 牡2黒鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 2戦1勝 賞金 7，800，000円

3200211月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

44 ウェーブヒーロー 牡2鹿 55 川田 将雅万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 490－ 21：34．9 3．7�
77 ディープエクシード 牡2鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 41：35．0� 3．1�
11 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 B502＋ 4 〃 クビ 6．5�
89 ファンタサイズ 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444－ 61：35．1クビ 2．3�
55 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 442－101：35．95 95．6	
33 ジョウショー 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 454± 0 〃 ハナ 207．9

22 タマモアッパレ 牡2鹿 55 藤岡 康太タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 曾我 博 434＋ 41：36．0� 26．1�
810 ブラックライト 牡2鹿 55 岡田 祥嗣三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 浦河土肥牧場 500－ 41：36．1クビ 126．7�
66 メイショウウララカ 牝2黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 402－ 41：36．2� 105．8
78 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 474－ 41：36．73 49．2�
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売 得 金
単勝： 19，442，900円 複勝： 24，997，000円 枠連： 7，053，400円
馬連： 36，155，500円 馬単： 24，215，600円 ワイド： 19，012，400円
3連複： 49，972，800円 3連単： 96，194，600円 計： 277，044，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 180円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 310円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 194429 的中 � 41893（3番人気）
複勝票数 計 249970 的中 � 48377（3番人気）� 53860（2番人気）� 30723（4番人気）
枠連票数 計 70534 的中 （4－7） 10774（3番人気）
馬連票数 計 361555 的中 �� 57540（2番人気）
馬単票数 計 242156 的中 �� 17374（4番人気）
ワイド票数 計 190124 的中 �� 24478（3番人気）�� 13218（6番人気）�� 15213（5番人気）
3連複票数 計 499728 的中 ��� 49862（3番人気）
3連単票数 計 961946 的中 ��� 19899（12番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．8―12．1―12．3―11．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．3―47．4―59．7―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウェーブヒーロー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．10．18 京都4着

2013．2．26生 牡2鹿 母 ブ ル ー レ イ 母母 ブルーサヴァンナ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ウェーブヒーロー号の騎手川田将雅は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

第５回 京都競馬 第１日



3200311月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10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

810 ダイナミックアロー 牡2鹿 55 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 484－ 41：54．8 5．4�
66 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 460＋ 61：55．22� 4．3�
79 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 480－ 41：56．05 7．8�
67 タマモベルガモ 牡2栗 55 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 464± 01：56．21� 50．1�
33 ギ ャ デ ィ ス 牡2鹿 55 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 466＋ 41：56．51� 16．6�
22 マルカベッカム 牡2鹿 55 藤岡 康太日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 488－ 81：57．03 6．1	
811 マ ジ メ 牡2鹿 55 川田 将雅杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 前川 隆範 488＋ 41：57．21� 5．5

78 ミラクルメーカー 牡2鹿 55 岩田 康誠林 正道氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 512＋ 61：57．73 8．5�
44 ルミナスエレメント 牡2鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：57．91 6．7
55 ナムラホビット 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 様似 林 時春 428＋161：58．43 73．5�
11 メイショウカザネ 牝2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 岡部牧場 392－ 81：59．67 142．8�
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売 得 金
単勝： 19，288，700円 複勝： 26，874，200円 枠連： 11，111，300円
馬連： 43，851，500円 馬単： 22，722，500円 ワイド： 22，666，000円
3連複： 55，369，200円 3連単： 72，036，400円 計： 273，919，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 160円 � 210円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 440円 �� 500円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 17，160円

票 数

単勝票数 計 192887 的中 � 28178（2番人気）
複勝票数 計 268742 的中 � 44228（2番人気）� 47170（1番人気）� 28719（5番人気）
枠連票数 計 111113 的中 （6－8） 15806（1番人気）
馬連票数 計 438515 的中 �� 31559（1番人気）
馬単票数 計 227225 的中 �� 6197（7番人気）
ワイド票数 計 226660 的中 �� 13695（2番人気）�� 11598（5番人気）�� 8295（11番人気）
3連複票数 計 553692 的中 ��� 14532（9番人気）
3連単票数 計 720364 的中 ��� 3042（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．1―49．2―1：02．1―1：15．1―1：28．1―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．7
1
3
・（3，10）11－9－（6，4）（2，5）－8，1，7・（3，10）11（6，9）（2，8）4，7（5，1）

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

勝馬の
紹 介

ダイナミックアロー �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．10．4 阪神9着

2013．4．12生 牡2鹿 母 リスペクトライン 母母 ブレイベストスキム 3戦1勝 賞金 6，300，000円

3200411月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時40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
1：59．8
1：59．8

良
良

66 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± 02：02．1 2．9�
44 ケンホファヴァルト 牡2鹿 55 岩田 康誠中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 446＋ 82：02．31� 8．0�
77 ヴァンキッシュラン 牡2黒鹿55 浜中 俊島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 ハナ 2．9�
11 ク ロ ー ク ス 牡2栗 55 武 豊 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468－ 22：02．51� 6．7�
55 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 454－ 42：02．71� 173．3	
22 リ ュ ラ 牝2黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 410－ 42：02．8� 4．2

78 タガノゼウス 牡2黒鹿55 和田 竜二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 62：02．9� 27．4�
33 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 410＋ 62：03．53� 201．8�
810 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－ 62：03．71 174．3
89 ツヴィンガー 牝2栗 54 松山 弘平栗嶋 豊明氏 鈴木 孝志 新ひだか 荒谷 輝和 430＋102：04．02 135．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，684，000円 複勝： 28，238，900円 枠連： 7，786，200円
馬連： 40，283，900円 馬単： 28，730，700円 ワイド： 20，272，100円
3連複： 54，273，700円 3連単： 102，828，000円 計： 305，097，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（4－6） 1，030円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 330円 �� 200円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 226840 的中 � 61686（2番人気）
複勝票数 計 282389 的中 � 73541（1番人気）� 32895（4番人気）� 69935（2番人気）
枠連票数 計 77862 的中 （4－6） 5823（4番人気）
馬連票数 計 402839 的中 �� 27013（5番人気）
馬単票数 計 287307 的中 �� 10495（10番人気）
ワイド票数 計 202721 的中 �� 14614（4番人気）�� 29101（1番人気）�� 14132（5番人気）
3連複票数 計 542737 的中 ��� 38883（5番人気）
3連単票数 計1028280 的中 ��� 12049（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．3―12．8―12．8―12．2―12．0―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．7―49．0―1：01．8―1：14．6―1：26．8―1：38．8―1：50．6

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

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

・（5，10）－（4，9）2，3（7，8）（1，6）・（5，10）（4，9）2（3，7，6）（1，8）
勝馬の
紹 介

ファスナハト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 京都3着

2013．3．22生 牡2青鹿 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー 2戦1勝 賞金 6，800，000円



3200511月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：20．5
1：20．3

良
良

46 ゼンノトライブ 牡2黒鹿55 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 438 ―1：23．0 10．9�
11 ハ リ ー 牡2鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418 ―1：23．21� 10．9�
813 カ イ 牡2栗 55 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：23．3� 4．4�
57 メイショウグンパイ 牡2黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 478 ― 〃 クビ 7．2�
58 クリノサンレオ 牡2栗 55 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438 ―1：23．4クビ 38．3�
34 タガノグロリオーサ 牡2栗 55 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458 ― 〃 クビ 9．2	
45 	 ローエキスキーズ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 池添 学 愛

Britannia
T’Breds & The
Hon R J Arculli

442 ―1：23．5
 2．9

69 ニホンピロスマート 牡2栗 55 藤岡 康太小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 458 ―1：23．6
 65．0�
22 ダイメイプリンセス 牝2黒鹿54 北村 友一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 478 ― 〃 アタマ 107．4�
33 ウイングダイチャン 牡2栗 55 松山 弘平池田 實氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 454 ―1：23．7� 6．7
814 アルケミスト 牝2鹿 54 国分 優作�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 432 ―1：24．01
 30．5�
711 ディアヒラリー 牝2栗 54 太宰 啓介永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436 ―1：24．74 59．8�
610 パープルミラクル 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 410 ―1：25．23 111．2�
712 シゲルメバル 牝2鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 新冠 中央牧場 436 ―1：27．4大差 176．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，211，000円 複勝： 24，343，000円 枠連： 12，868，200円
馬連： 39，511，000円 馬単： 21，277，600円 ワイド： 21，876，600円
3連複： 53，331，500円 3連単： 63，314，100円 計： 255，733，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 300円 � 350円 � 170円 枠 連（1－4） 1，390円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 10，400円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，000円 �� 910円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 65，760円

票 数

単勝票数 計 192110 的中 � 14010（7番人気）
複勝票数 計 243430 的中 � 19359（6番人気）� 15766（7番人気）� 44624（2番人気）
枠連票数 計 128682 的中 （1－4） 7155（7番人気）
馬連票数 計 395110 的中 �� 5761（21番人気）
馬単票数 計 212776 的中 �� 1533（44番人気）
ワイド票数 計 218766 的中 �� 3465（22番人気）�� 5663（13番人気）�� 6240（12番人気）
3連複票数 計 533315 的中 ��� 5587（27番人気）
3連単票数 計 633141 的中 ��� 698（226番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．5―12．0―12．4―12．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．7―35．2―47．2―59．6―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノトライブ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2013．2．26生 牡2黒鹿 母 ジュリアビコー 母母 スカーレットローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※パープルミラクル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3200611月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13時05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

35 ラ ル ク 牝2鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446 ―1：35．4 1．4�
713 パ ロ ー マ 牝2鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 424 ―1：36．03� 4．0�
24 タガノガンチャン 牝2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468 ―1：36．1� 14．4�
818 エクロジオン 牝2鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 468 ―1：36．31� 15．9�
11 スズカエメラルド 牝2鹿 54 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 424 ― 〃 クビ 46．1�
510 ミ サ キ 牝2鹿 54 浜中 俊原 �子氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：36．51� 48．1	
612 カツンダモン 牝2黒鹿54 池添 謙一北側 雅勝氏 森田 直行 様似 髙村 伸一 476 ― 〃 アタマ 56．0

36 レイホーロマンス 牝2鹿 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 412 ― 〃 ハナ 19．8�
47 エルパンドール 牝2黒鹿54 小林 徹弥難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 478 ― 〃 クビ 286．1�
715 エルメスショコラ 牝2鹿 54 �島 良太 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 410 ―1：36．71� 169．5�
817 デルマチャチャ 牝2鹿 54 太宰 啓介浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 492 ―1：36．8クビ 265．7�
48 トチノマドンナ 牝2黒鹿54 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 428 ―1：37．01� 77．2�
816 ジ ュ ラ ー レ 牝2鹿 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 424 ― 〃 クビ 125．7�
714 リョーシンヒナタ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 464 ― 〃 ハナ 330．4�
23 メイショウフウシャ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 466 ―1：37．53 63．4�
611 ピッコラストレーガ 牝2黒鹿54 北村 友一吉田 照哉氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 436 ―1：37．6クビ 54．4�
59 エスケイバルーン 牝2鹿 54

52 △城戸 義政服部 新平氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 482 ―1：38．23� 325．4�
（17頭）

12 エディンバラ 牝2黒鹿54 川田 将雅八木 昌司氏 松田 博資 新冠 八木牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，370，800円 複勝： 60，565，200円 枠連： 16，707，700円
馬連： 47，322，700円 馬単： 34，442，500円 ワイド： 28，351，400円
3連複： 60，600，500円 3連単： 102，709，200円 計： 380，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（3－7） 200円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 130円 �� 320円 �� 550円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 293708 的中 � 160708（1番人気）
複勝票数 計 605652 的中 � 417419（1番人気）� 68310（2番人気）� 24270（3番人気）
枠連票数 計 167077 的中 （3－7） 62204（1番人気）
馬連票数 計 473227 的中 �� 163278（1番人気）
馬単票数 計 344425 的中 �� 80031（1番人気）
ワイド票数 計 283514 的中 �� 80112（1番人気）�� 18007（2番人気）�� 9537（6番人気）
3連複票数 計 606005 的中 ��� 60570（2番人気）
3連単票数 計1027092 的中 ��� 43094（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．7―1：01．2―1：13．0―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ル ク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Flower Alley 初出走

2013．4．15生 牝2鹿 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 エディンバラ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メイショウフウシャ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

エルパンドール号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 パープルミラクル号・ロサモスカータ号・ワンダースニュマン号



3200711月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

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 498＋ 21：51．7 2．0�
44 サンライズアルブル 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 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－ 61：52．44 58．5�
56 キングサムソン 牡3鹿 55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：52．5� 54．0�
710 セレッソレアル 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 484＋ 41：52．6� 10．2�
79 ベストセラーアスク 牝4鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 422－141：52．7クビ 80．6�
812 タガノハヤテ 牡4栗 57 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 508＋141：52．91� 4．8	
11 エ イ ム ハ イ 牡3鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 81：53．0� 7．3

33 ノーブルソニック 牝3黒鹿53 川田 将雅 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－101：53．21� 6．3�
811 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 490＋ 41：53．41� 113．6
67 メイショウヤギリ 牡3黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 476＋121：53．71� 15．1�
68 マヤノパーチェム 牡3栗 55 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 484± 01：54．44 68．4�
22 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 468＋ 41：54．82� 30．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，666，700円 複勝： 34，160，800円 枠連： 10，808，700円
馬連： 57，552，200円 馬単： 30，396，000円 ワイド： 30，118，600円
3連複： 77，234，200円 3連単： 107，475，500円 計： 374，412，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 850円 � 800円 枠 連（4－5） 5，100円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 7，960円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，830円 �� 12，040円

3 連 複 ��� 57，230円 3 連 単 ��� 184，200円

票 数

単勝票数 計 266667 的中 � 102981（1番人気）
複勝票数 計 341608 的中 � 111631（1番人気）� 7430（9番人気）� 7872（8番人気）
枠連票数 計 108087 的中 （4－5） 1641（18番人気）
馬連票数 計 575522 的中 �� 9151（15番人気）
馬単票数 計 303960 的中 �� 2861（27番人気）
ワイド票数 計 301186 的中 �� 5430（15番人気）�� 4276（17番人気）�� 628（54番人気）
3連複票数 計 772342 的中 ��� 1012（98番人気）
3連単票数 計1074755 的中 ��� 423（399番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．5―48．6―1：01．0―1：13．8―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジューンロディ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．6．22 阪神4着

2012．3．23生 牡3鹿 母 ホッコーシャープ 母母 ネスカベローザ 8戦2勝 賞金 21，350，000円
〔制裁〕 ベストセラーアスク号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

3200811月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�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

24 センターピース 牡3栗 56 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466＋141：11．1 6．8�
59 グラッブユアコート 牝3鹿 54 武 豊�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 2．1�
48 ドリームカイザー 牡4栗 57 川田 将雅ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 510－ 61：11．2� 16．6�
612 コ ラ ン ダ ム 	6栗 57 岩田 康誠山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 502＋121：11．52 9．5�
510
 レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 21：11．6� 19．7�
12 アイファーサラオー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 488－ 21：11．7� 32．2	
23 メイショウカフウ 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 474＋ 81：11．8� 42．6

47 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 488＋ 41：11．9� 17．9�
816� アヴェーヌモン 牡3鹿 56 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 538＋ 61：12．11 6．5�
11 
 メイショウルナ 牝4鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 500＋ 21：12．2� 59．5
35 
 ノ イ 牝5鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：12．41 275．1�
611 コ ン テ ナ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 590＋ 2 〃 ハナ 60．0�
36 
 スリーエスペラント 牡5栗 57 松山 弘平永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 518＋181：12．72 190．1�
815 テイエムチカラ 牡5栗 57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか ヒサイファーム 522＋121：13．12� 59．0�
713
 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 460＋ 21：14．16 95．0�
714 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 54 武 幸四郎中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 502＋ 21：14．52� 11．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，718，100円 複勝： 43，871，000円 枠連： 18，902，000円
馬連： 74，373，100円 馬単： 35，227，400円 ワイド： 39，072，300円
3連複： 98，754，900円 3連単： 122，890，900円 計： 462，809，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 120円 � 420円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，970円 �� 900円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 32，150円

票 数

単勝票数 計 297181 的中 � 34517（3番人気）
複勝票数 計 438710 的中 � 47414（3番人気）� 139765（1番人気）� 18185（8番人気）
枠連票数 計 189020 的中 （2－5） 19566（3番人気）
馬連票数 計 743731 的中 �� 63345（2番人気）
馬単票数 計 352274 的中 �� 10814（7番人気）
ワイド票数 計 390723 的中 �� 27298（2番人気）�� 4745（24番人気）�� 10864（8番人気）
3連複票数 計 987549 的中 ��� 13021（17番人気）
3連単票数 計1228909 的中 ��� 2771（81番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．2―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．7
3 8，14（4，16）（9，15）（3，10）－11（1，12）（5，7）13（6，2） 4 8－4（14，16）（9，15）10，3（1，11，12）（5，7）6（2，13）

勝馬の
紹 介

センターピース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．4 阪神3着

2012．4．3生 牡3栗 母 ア ミ リ ス 母母 ミスティーグリーン 9戦2勝 賞金 19，200，000円
〔制裁〕 センターピース号の騎手浜中俊は，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。
※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。
（非抽選馬） 2頭 キュークッキング号・ミリオンフレッシュ号



3200911月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第9競走 ��
��1，800�

お う み

近 江 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，26．11．8以降27．11．1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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

22 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 456＋ 41：47．7 3．6�

810 サウンドバーニング 牡3鹿 53 藤岡 康太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 ハナ 18．1�
44 � エイシンエルヴィン 牡4鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 502± 01：47．8� 2．8�
55 キ ロ ハ ナ 牡3鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 クビ 4．1�
78 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 468± 01：47．9� 4．6	
79 ラスカルトップ 牡6鹿 53 和田 竜二永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450± 01：48．32� 106．9

66 	 メイショウオトコギ 
6栗 52 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 484± 01：48．4� 92．7�
811 ナオミノユメ 牝6鹿 50 荻野 琢真塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：48．71� 103．2�
67 キンショータイム 牡5栗 52 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 502± 0 〃 クビ 79．0
33 スリーロブロイ 牡6鹿 51 水口 優也永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 21：48．8クビ 183．6�
11 デリッツァリモーネ 
4鹿 55 秋山真一郎 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：51．3大差 16．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，508，200円 複勝： 41，728，500円 枠連： 14，445，300円
馬連： 83，829，000円 馬単： 46，855，800円 ワイド： 37，071，400円
3連複： 96，541，600円 3連単： 195，081，000円 計： 552，060，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 270円 � 130円 枠 連（2－8） 2，150円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 690円 �� 190円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 11，360円

票 数

単勝票数 計 365082 的中 � 80975（2番人気）
複勝票数 計 417285 的中 � 96000（2番人気）� 27110（5番人気）� 97540（1番人気）
枠連票数 計 144453 的中 （2－8） 5207（8番人気）
馬連票数 計 838290 的中 �� 27544（7番人気）
馬単票数 計 468558 的中 �� 9057（14番人気）
ワイド票数 計 370714 的中 �� 11972（7番人気）�� 63074（1番人気）�� 10390（10番人気）
3連複票数 計 965416 的中 ��� 43958（5番人気）
3連単票数 計1950810 的中 ��� 12445（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―12．6―12．8―12．3―11．4―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．5―49．1―1：01．9―1：14．2―1：25．6―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．5
3 10，8，9，4（2，5）1，7，6（3，11） 4 ・（10，8，9）（4，5）（2，7）1（6，11）3

勝馬の
紹 介

ムーンクレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．11．1 京都6着

2012．5．6生 牡3鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 14戦3勝 賞金 54，461，000円

3201011月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第10競走 ��
��1，600�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

55 ミッキーオリビエ 牡3栗 56 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B536＋ 21：34．8 1．9�
44 ピークトラム 牡4黒鹿57 川田 将雅吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 クビ 6．3�
11 カフェリュウジン 牡5鹿 57 酒井 学西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 526－101：35．01� 29．9�
22 タガノザイオン 牡8鹿 57 熊沢 重文八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 41：35．21	 101．0�
33 カバーストーリー 牡4栗 57 岩田 康誠前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 488± 01：35．3� 6．5�
810 オースミナイン 牡5鹿 57 武 豊�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 474± 0 〃 ハナ 11．5	
66 ブレークビーツ 
5鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450± 01：35．51	 10．4

77 アッシュゴールド 牡3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 8 〃 ハナ 9．1�
89 ダンツキャンサー 牝4黒鹿55 和田 竜二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 476＋181：35．71	 28．3
78 ロードフェリーチェ 牡3鹿 56 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± 0 〃 クビ 20．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，655，800円 複勝： 54，263，400円 枠連： 20，524，500円
馬連： 107，376，200円 馬単： 59，101，700円 ワイド： 47，005，000円
3連複： 122，852，400円 3連単： 236，664，800円 計： 694，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 480円 枠 連（4－5） 570円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，080円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 16，420円

票 数

単勝票数 計 466558 的中 � 193475（1番人気）
複勝票数 計 542634 的中 � 190074（1番人気）� 70517（3番人気）� 17381（9番人気）
枠連票数 計 205245 的中 （4－5） 27822（3番人気）
馬連票数 計1073762 的中 �� 115730（2番人気）
馬単票数 計 591017 的中 �� 48733（2番人気）
ワイド票数 計 470050 的中 �� 47432（2番人気）�� 10483（16番人気）�� 4904（28番人気）
3連複票数 計1228524 的中 ��� 16457（21番人気）
3連単票数 計2366648 的中 ��� 10445（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．3―12．5―12．1―11．2―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．8―49．3―1：01．4―1：12．6―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーオリビエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．29 京都10着

2012．3．29生 牡3栗 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 8戦4勝 賞金 49，534，000円



3201111月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第20回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

KBS京都賞（1着）
賞 品

本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

811 キャンディバローズ 牝2鹿 54 C．ルメール 猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 412＋ 61：21．9 11．7�
33 メ ジ ェ ル ダ 牝2鹿 54 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 440± 0 〃 アタマ 16．7�
56 ブランボヌール 牝2芦 54 岩田 康誠前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋10 〃 クビ 2．8�
67 ワントゥワン 牝2黒鹿54 池添 謙一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430＋14 〃 ハナ 7．9�
710 タガノヴィアーレ 牝2栗 54 浜中 俊八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526± 01：22．0クビ 17．7�
79 メイショウスイヅキ 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 448－ 21：22．21� 3．7	
22 ピュアコンチェルト 牝2鹿 54 小牧 太吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 438－ 81：22．3クビ 23．0

44 アドマイヤリード 牝2青鹿54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 404＋ 6 〃 クビ 4．9�
812� コパノディール 牝2黒鹿54 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 418－ 21：22．72� 115．8�
11 キリシマオジョウ 牝2黒鹿54 北村 友一土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 500＋121：23．12� 21．3
55 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 398－ 41：23．31� 213．8�
68 セレッソプリマベラ 牝2栗 54 和田 竜二三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 430＋ 21：24．47 292．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 121，928，800円 複勝： 129，380，400円 枠連： 49，926，200円
馬連： 337，428，900円 馬単： 154，127，900円 ワイド： 130，166，900円
3連複： 444，693，600円 3連単： 760，022，000円 計： 2，127，674，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 340円 � 350円 � 150円 枠 連（3－8） 5，540円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 12，430円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 590円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 39，480円

票 数

単勝票数 計1219288 的中 � 83151（5番人気）
複勝票数 計1293804 的中 � 84121（5番人気）� 81420（6番人気）� 302256（2番人気）
枠連票数 計 499262 的中 （3－8） 6984（20番人気）
馬連票数 計3374289 的中 �� 42651（23番人気）
馬単票数 計1541279 的中 �� 9296（44番人気）
ワイド票数 計1301669 的中 �� 21476（19番人気）�� 58163（6番人気）�� 45667（8番人気）
3連複票数 計4446936 的中 ��� 74235（15番人気）
3連単票数 計7600220 的中 ��� 13954（152番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．3―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―47．7―59．2―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャンディバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．8．1 札幌2着

2013．3．22生 牝2鹿 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ 3戦2勝 賞金 36，241，000円

3201211月7日 曇 良 （27京都5）第1日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 秋山真一郎大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 444± 01：23．5 2．3�
35 � スリーアロー 牝4黒鹿 55

53 △城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488－ 6 〃 アタマ 14．1�
59 カネトシビバーチェ 牝4鹿 55 武 豊兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 456－ 41：23．6� 6．5�
24 ハラペーニョペパー 牝3芦 54 藤岡 康太 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 498－ 41：23．81 26．1�
612 オーシャンブルグ 牝4鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 446＋ 41：24．01� 16．4�
36 マーティンオート 牝5鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 492＋ 2 〃 クビ 27．1	
713 リュクスメジャー 牝6栗 55 浜中 俊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：24．1クビ 4．4

23 ア メ リ 牝5栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 21：24．2� 18．6�
11 キングベイビー 牝5黒鹿55 北村 友一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 0 〃 ハナ 26．2
714 コスモピーコック 牝3鹿 54 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：24．3� 22．6�
12 アグネスダリム 牝6栗 55

54 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 293．1�
48 シ ン ダ ー ズ 牝3青鹿54 高倉 稜 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 468± 01：24．62 22．7�
815 ハナズインパルス 牝5黒鹿55 	島 良太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 484＋ 61：24．81 139．7�
47 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 松山 弘平国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 B532＋ 81：24．9� 102．8�
816 ヴァイセフラウ 牝4芦 55 小牧 太�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：25．96 41．0�
510 レッドセイリング 牝5鹿 55 岡田 祥嗣 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498－ 21：26．11
 82．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，014，000円 複勝： 81，575，700円 枠連： 38，891，900円
馬連： 166，144，000円 馬単： 72，057，500円 ワイド： 79，766，800円
3連複： 216，896，400円 3連単： 314，087，200円 計： 1，023，433，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 310円 � 190円 枠 連（3－6） 1，010円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 670円 �� 360円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 13，720円

票 数

単勝票数 計 540140 的中 � 184961（1番人気）
複勝票数 計 815757 的中 � 246101（1番人気）� 47096（5番人気）� 100138（3番人気）
枠連票数 計 388919 的中 （3－6） 29712（3番人気）
馬連票数 計1661440 的中 �� 67857（5番人気）
馬単票数 計 720575 的中 �� 18710（9番人気）
ワイド票数 計 797668 的中 �� 29891（5番人気）�� 62070（2番人気）�� 12270（16番人気）
3連複票数 計2168964 的中 ��� 58171（5番人気）
3連単票数 計3140872 的中 ��� 16591（27番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．6―12．0―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．6―34．2―46．2―58．3―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイリュウキセキ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．9 京都5着

2011．2．16生 牝4黒鹿 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス 16戦4勝 賞金 57，797，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 トワエモア号
（非抽選馬） 2頭 ウチデノコヅチ号・タガノバラード号



（27京都5）第1日 11月7日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

229，670，000円
2，080，000円
12，560，000円
1，340，000円
20，730，000円
60，920，000円
4，182，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
445，862，700円
619，611，500円
221，418，900円
1，078，925，400円
556，383，800円
501，594，600円
1，395，249，500円
2，267，591，100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 7，086，637，500円

総入場人員 15，948名 （有料入場人員 14，809名）
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