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3201311月8日 雨 稍重 （27京都5）第2日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・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
1：32．3
1：32．3

良
良

11 クリノラホール 牝2芦 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446－ 21：36．2 5．7�
44 エルビッシュ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 426－ 21：36．41 4．4�
22 レッドディヴェル 牝2鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438＋ 21：36．61� 4．0�
810 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 456－ 21：36．81� 6．6�
33 オウケンビリーヴ 牝2芦 54 岩田 康誠福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470± 01：37．01� 3．2	
811 ヤマカツサファイヤ 牝2青鹿54 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 38．1

55 オーミパドドゥ 牝2栗 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 456－141：37．1� 140．1�
79 シャリマティー 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 436－ 2 〃 クビ 286．6�
67 ミッキーチェリー 牝2黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480± 01：37．41� 20．2
66 フローレススカイ 牝2芦 54 川島 信二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 470＋ 8 〃 クビ 31．6�
78 プリンセスノワール 牝2黒鹿54 A．アッゼニ �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442－ 41：37．93 32．2�

（英）

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，391，400円 複勝： 33，445，500円 枠連： 9，715，800円
馬連： 47，022，500円 馬単： 26，571，400円 ワイド： 27，655，000円
3連複： 71，148，400円 3連単： 100，513，900円 計： 337，463，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 160円 � 140円 枠 連（1－4） 1，480円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 430円 �� 410円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 計 213914 的中 � 29583（4番人気）
複勝票数 計 334455 的中 � 44591（4番人気）� 52760（3番人気）� 65886（2番人気）
枠連票数 計 97158 的中 （1－4） 5077（8番人気）
馬連票数 計 470225 的中 �� 27365（7番人気）
馬単票数 計 265714 的中 �� 7146（15番人気）
ワイド票数 計 276550 的中 �� 15890（7番人気）�� 16969（5番人気）�� 21490（3番人気）
3連複票数 計 711484 的中 ��� 43795（4番人気）
3連単票数 計1005139 的中 ��� 7744（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．2―47．6―1：00．1―1：12．4―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノラホール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．21 阪神3着

2013．3．18生 牝2芦 母 クリノビャクダン 母母 エプソムジョーオー 3戦1勝 賞金 8，800，000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。

3201411月8日 雨 重 （27京都5）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時40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

46 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 512－ 21：12．0 12．3�

813 ペイザージュ 牝2栗 54 岩田 康誠落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470－ 41：12．42� 7．2�
57 グランパルファン 牝2鹿 54 C．ルメール �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 450－ 21：12．5クビ 1．5�
69 ブラックジョー �2青鹿55 国分 優作山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 482± 0 〃 アタマ 27．6�
712 アンペラール 牡2芦 55 松山 弘平金山 圭充氏 池添 兼雄 日高 松平牧場 434＋ 41：12．71� 17．9�
45 ニホンピロボーラー 牡2鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 494＋101：13．02 45．0	
610 ウインフェルベール 牡2青鹿55 A．シュタルケ�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 472＋ 41：13．21� 5．2


（独）

58 ロ カ ビ リ ー 牡2黒鹿55 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 21：13．3� 28．2�

（英）

11 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 404＋ 41：13．62 284．5�
34 タガノアクセント 牡2黒鹿55 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 浦河 富田牧場 516＋ 61：13．7� 334．3
33 アイアンアヴァロン 牝2芦 54 幸 英明池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 440± 01：13．8� 62．5�
22 メイショウヨイチ 牡2鹿 55 北村 友一松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 480± 01：13．9� 171．4�
814 オーミリシャール 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 426－ 41：14．11� 108．9�
711 シゲルスズキ 牡2栗 55 菱田 裕二森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 474－ 81：14．2� 288．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，538，600円 複勝： 92，131，800円 枠連： 10，724，300円
馬連： 51，278，500円 馬単： 40，548，300円 ワイド： 29，999，600円
3連複： 69，732，600円 3連単： 130，408，100円 計： 450，361，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 190円 � 190円 � 110円 枠 連（4－8） 1，950円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 740円 �� 360円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 20，460円

票 数

単勝票数 計 255386 的中 � 16477（4番人気）
複勝票数 計 921318 的中 � 34747（3番人気）� 33648（4番人気）� 709323（1番人気）
枠連票数 計 107243 的中 （4－8） 4260（6番人気）
馬連票数 計 512785 的中 �� 14753（8番人気）
馬単票数 計 405483 的中 �� 4601（19番人気）
ワイド票数 計 299996 的中 �� 9288（8番人気）�� 21810（4番人気）�� 27337（2番人気）
3連複票数 計 697326 的中 ��� 38144（4番人気）
3連単票数 計1304081 的中 ��� 4620（60番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．7―46．9―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．3
3 6，12（10，13）（5，7）（1，8）－（2，4，9）14（3，11） 4 ・（6，12）（10，13）（5，7）（1，8）（2，4，9）－14（3，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクレメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．6．28 阪神6着

2013．1．9生 牡2栗 母 ミセススノー 母母 Shining Vale 5戦1勝 賞金 5，750，000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５回 京都競馬 第２日



3201511月8日 雨 稍重 （27京都5）第2日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：20．3

良
良

45 � マ デ ィ デ ィ 牡2鹿 55 A．シュタルケ�ラ・メール 友道 康夫 米
Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

474－ 21：23．5 2．3�
（独）

711� スペードクイーン 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-
sell Jr et al 474＋14 〃 ハナ 6．6�

68 テーオーピコタン 牝2栗 54 戸崎 圭太小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 442± 0 〃 クビ 10．8�
33 オーミポルカ 牝2鹿 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 464＋ 41：23．71� 16．5�
812 アタックガール 牝2青鹿54 武 幸四郎長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 428－161：23．8クビ 35．1�
813 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 462＋ 2 〃 クビ 4．4	
69 ジョーマイク 牡2栗 55 A．アッゼニ 上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 460－ 4 〃 アタマ 5．8


（英）

22 インカンターレ 牝2栗 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 432－ 41：24．22	 18．0�
56 ヴ イ カ ン プ 牡2鹿 55 菱田 裕二岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 470＋10 〃 クビ 203．1�
44 ハハノンキダネ 牡2鹿 55 松山 弘平小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 424－ 41：24．41 86．7
710 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 468＋ 61：24．93 117．5�
11 サンメサベルデ 牡2鹿 55 川島 信二加藤 信之氏 竹内 正洋 日高 有限会社

ケイズ 484－ 61：25．11� 325．0�
57 テイエムマイツル 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 奥村 豊 日高 日高テイエム
牧場株式会社 386－ 41：25．95 340．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，314，300円 複勝： 25，057，200円 枠連： 11，740，000円
馬連： 48，647，800円 馬単： 27，684，800円 ワイド： 24，390，600円
3連複： 64，655，700円 3連単： 98，778，500円 計： 321，268，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 190円 � 230円 枠 連（4－7） 790円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 350円 �� 480円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 203143 的中 � 70527（1番人気）
複勝票数 計 250572 的中 � 57685（1番人気）� 31718（4番人気）� 23482（5番人気）
枠連票数 計 117400 的中 （4－7） 11396（4番人気）
馬連票数 計 486478 的中 �� 48675（2番人気）
馬単票数 計 276848 的中 �� 14651（4番人気）
ワイド票数 計 243906 的中 �� 19288（3番人気）�� 12992（5番人気）�� 6190（14番人気）
3連複票数 計 646557 的中 ��� 19311（9番人気）
3連単票数 計 987785 的中 ��� 8711（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．8―47．8―59．6―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マ デ ィ デ ィ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Stravinsky デビュー 2015．7．11 中京4着

2013．2．10生 牡2鹿 母 Antepova 母母 Blue Sage 4戦1勝 賞金 8，600，000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。

3201611月8日 雨 重 （27京都5）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時40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

78 タイセイサミット 牡2栗 55 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494＋ 21：49．6 4．1�
66 パーシーズベスト 牝2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 81：49．92 4．2�
44 ゼンノタヂカラオ 牡2黒鹿55 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 502± 01：50．11� 2．1�
77 � 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 480－ 81：50．31 7．9�
810 ピ ッ ト ボ ス 牡2鹿 55 小牧 太前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 506＋ 41：50．72	 48．4�
22 タガノアーバニティ 牡2栗 55 A．アッゼニ 八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 21：50．8クビ 59．8	
（英）

11 シャイニーサンダー 牡2青鹿55 A．シュタルケ 小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 468＋ 4 〃 クビ 141．9

（独）

89 ドラゴンシュバリエ 牡2芦 55 幸 英明窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500－ 81：50．9	 8．9�
55 ロ ビ ー ナ 牝2青鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 61：51．0	 98．2�
33 シゲルシロアマダイ 牡2芦 55

54 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B442＋ 21：52．610 228．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，168，000円 複勝： 44，473，900円 枠連： 11，635，000円
馬連： 52，043，300円 馬単： 38，535，200円 ワイド： 26，701，700円
3連複： 71，394，300円 3連単： 137，692，700円 計： 412，644，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 190円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 301680 的中 � 58754（2番人気）
複勝票数 計 444739 的中 � 63656（2番人気）� 59413（3番人気）� 220867（1番人気）
枠連票数 計 116350 的中 （6－7） 12433（3番人気）
馬連票数 計 520433 的中 �� 39963（5番人気）
馬単票数 計 385352 的中 �� 14574（9番人気）
ワイド票数 計 267017 的中 �� 20332（4番人気）�� 43445（1番人気）�� 36321（2番人気）
3連複票数 計 713943 的中 ��� 117434（1番人気）
3連単票数 計1376927 的中 ��� 25387（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―12．6―12．8―12．4―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．1―48．7―1：01．5―1：13．9―1：25．7―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．7
3 ・（7，8）（2，9）（3，10）1，4，6－5 4 7，8（2，9）（1，3，10）4，6－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイサミット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．19 阪神2着

2013．5．18生 牡2栗 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ 3戦1勝 賞金 9，800，000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。



3201711月8日 雨 重 （27京都5）第2日 第5競走 ��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

66 サトノダイヤモンド 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502 ―2：03．8 1．6�
11 ロイカバード 牡2黒鹿55 武 豊寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452 ―2：04．22� 4．3�
44 ダノンアローダ 牡2鹿 55 浜中 俊�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 532 ―2：04．62� 8．5�
22 ピスコサワー 牡2黒鹿55 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 526 ―2：05．02� 40．3�
（英）

33 ロードヴァンドール 牡2栗 55 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 476 ―2：05．53 6．1�
55 クレストシチー 牡2鹿 55 幸 英明 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 472 ―2：06．45 22．3	
810 タガノジーニアス 牡2鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500 ―2：06．61 26．8

89 サウンドスタジオ 牡2鹿 55 松山 弘平増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 486 ―2：07．02� 278．6�
77 ジョウショウバトル 牡2鹿 55 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 土田農場 488 ―2：08．610 122．0�
78 オ ー パ 牡2鹿 55 菱田 裕二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500 ―2：16．1大差 78．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，415，400円 複勝： 58，156，300円 枠連： 11，248，000円
馬連： 56，268，300円 馬単： 43，768，200円 ワイド： 25，936，000円
3連複： 64，171，500円 3連単： 159，501，700円 計： 457，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（1－6） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 240円 �� 420円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 384154 的中 � 186916（1番人気）
複勝票数 計 581563 的中 � 398579（1番人気）� 43386（3番人気）� 37159（4番人気）
枠連票数 計 112480 的中 （1－6） 34228（1番人気）
馬連票数 計 562683 的中 �� 160347（1番人気）
馬単票数 計 437682 的中 �� 82659（1番人気）
ワイド票数 計 259360 的中 �� 50453（1番人気）�� 26800（3番人気）�� 12546（6番人気）
3連複票数 計 641715 的中 ��� 83937（2番人気）
3連単票数 計1595017 的中 ��� 84289（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―38．2―51．6―1：04．3―1：16．3―1：28．9―1：40．6―1：52．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen 初出走

2013．1．30生 牡2鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーパ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月8日まで平地競走に出

走できない。
※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。

3201811月8日 雨 不良 （27京都5）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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

816 ミキノヘラクレス 牡2栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 496 ―1：25．1 56．9�
612 ヴィクトリアマンボ 牝2青鹿54 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 452 ―1：25．31� 21．4�
714� ベストドライヴ 牡2栗 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Dorsey Brown &

Richard Palmer 524 ―1：25．62 1．6�
815 ジ オ ラ マ 牡2栗 55 C．ルメール �G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 510 ―1：25．81 5．1�
35 アドマイヤムテキ 牡2黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 洞	湖 レイクヴィラファーム 490 ― 〃 クビ 13．9	
12 ウイングエンペラー 牡2栗 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 478 ―1：26．22
 188．6

510 タヒチアンムーン 牝2栗 54 幸 英明�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 478 ―1：26．62
 22．5�
24 エイシンキラウエア 牝2栗 54 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 城地 清満 474 ―1：27．13 52．0�
611 シゲルサツキサバ 牡2鹿 55 三浦 皇成森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 454 ―1：27．42 255．4
36 ブルベアバラクーダ 牝2栗 54 松山 弘平 �ブルアンドベア 田中 章博 浦河 王蔵牧場 470 ―1：27．5クビ 70．0�
47 バックパッカー 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 500 ―1：27．81� 79．1�
59 ジスイズザゼネラル 牡2黒鹿55 菱田 裕二山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 460 ―1：27．9
 91．7�
11 ユ メ ミ グ サ 牡2栗 55 小牧 太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：28．11� 42．2�
48 ソ ラ ー レ 牝2青鹿54 国分 優作阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 464 ―1：28．73
 178．7�
713 パープルハリケーン 牡2栗 55 酒井 学中野 銀十氏 作田 誠二 様似 山本 和彦 468 ―1：29．97 271．6�
23 � ジ ラ ン ド ラ 牡2栗 55 戸崎 圭太前田 葉子氏 岡田 稲男 米 North Hills

Co. Limited 536 ―1：33．4大差 6．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，037，400円 複勝： 65，517，600円 枠連： 16，496，600円
馬連： 57，047，900円 馬単： 37，630，200円 ワイド： 28，630，300円
3連複： 68，379，100円 3連単： 118，694，100円 計： 423，433，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，690円 複 勝 � 650円 � 400円 � 110円 枠 連（6－8） 3，850円

馬 連 �� 40，930円 馬 単 �� 120，090円

ワ イ ド �� 8，910円 �� 1，120円 �� 760円

3 連 複 ��� 15，030円 3 連 単 ��� 334，830円

票 数

単勝票数 計 310374 的中 � 4361（9番人気）
複勝票数 計 655176 的中 � 8113（9番人気）� 14282（6番人気）� 457973（1番人気）
枠連票数 計 164966 的中 （6－8） 3315（12番人気）
馬連票数 計 570479 的中 �� 1080（53番人気）
馬単票数 計 376302 的中 �� 235（116番人気）
ワイド票数 計 286303 的中 �� 786（53番人気）�� 6659（10番人気）�� 10114（6番人気）
3連複票数 計 683791 的中 ��� 3410（41番人気）
3連単票数 計1186941 的中 ��� 257（504番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．2―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4F49．9―3F37．7
3 12，14（5，16）（4，10）2－15（9，13）（6，7，8）－1，11＝3 4 12（14，16）（5，10）（2，4）－15－（6，9，13）8（7，1）11＝3

勝馬の
紹 介

ミキノヘラクレス �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ 初出走

2013．5．28生 牡2栗 母 ミキノモナコ 母母 ユ カ リ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジランドラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月8日まで平地競走に

出走できない。



3201911月8日 雨 重 （27京都5）第2日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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
1：56．8
1：56．1

良
良

22 メイショウミツボシ 牡3鹿 55 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 472－ 42：02．7 5．8�
68 アドマイヤキンカク 牡5鹿 57 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 22：02．8� 5．7�
811 フローレスダンサー 牝3鹿 53 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 492＋ 8 〃 クビ 4．1�
55 ステイザコース 	5栗 57 幸 英明 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 22：03．01
 20．2�
79 ミッキータイガー 牡5鹿 57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 494－ 62：03．1� 36．6�
67 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 506－ 4 〃 クビ 10．8

11 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿55 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 62：03．2クビ 19．5�
710 マイネルプレッジ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 82：03．3� 42．8�

（独）

44 ヴァーサトル 牡3黒鹿55 菱田 裕二水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 484－ 8 〃 クビ 64．8
56 オ デ ッ タ 牝3黒鹿53 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 456－ 42：03．61� 8．4�
33 カルナヴァレスコ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 0 〃 ハナ 3．5�
812� エメラルヒマワリ 牝3青鹿 53

50 ▲三津谷隼人高橋 勉氏 服部 利之 平取 スガタ牧場 452＋ 4 〃 クビ 213．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，494，900円 複勝： 42，154，800円 枠連： 15，104，300円
馬連： 69，890，200円 馬単： 33，226，600円 ワイド： 35，209，800円
3連複： 90，780，400円 3連単： 124，593，200円 計： 437，454，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 180円 � 150円 枠 連（2－6） 1，270円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 580円 �� 540円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 16，630円

票 数

単勝票数 計 264949 的中 � 36480（4番人気）
複勝票数 計 421548 的中 � 55460（4番人気）� 58234（3番人気）� 79719（1番人気）
枠連票数 計 151043 的中 （2－6） 9206（7番人気）
馬連票数 計 698902 的中 �� 27514（8番人気）
馬単票数 計 332266 的中 �� 6783（17番人気）
ワイド票数 計 352098 的中 �� 15377（7番人気）�� 16528（6番人気）�� 18091（4番人気）
3連複票数 計 907804 的中 ��� 27586（7番人気）
3連単票数 計1245932 的中 ��� 5431（57番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―12．5―12．6―12．6―12．0―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．8―49．3―1：01．9―1：14．5―1：26．5―1：38．5―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウミツボシ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．3．1 阪神10着

2012．3．15生 牡3鹿 母 マ ミ モ ナ 母母 マイミッシェル 14戦2勝 賞金 20，440，000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。

3202011月8日 雨 不良 （27京都5）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：47．8
1：47．8

重
重

89 ウエスタンレベッカ 牝5鹿 55 戸崎 圭太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B454－ 41：48．5 8．1�
66 ヒデノインペリアル 牡3栗 55 武 豊大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 504＋ 61：48．6� 2．4�
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 500＋ 41：49．55 12．3�
55 アドマイヤランディ 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：50．03 3．6�
810 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 526＋ 21：50．21	 51．0�
33 タガノプリンス 牡7鹿 57

56 ☆岩崎 翼八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468＋ 4 〃 クビ 54．1�

78 マルカウォーレン 牡3黒鹿55 浜中 俊日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 516＋121：50．73 3．8	
77 スズカウラノス 牡6鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 470＋ 41：50．8� 32．0

11 アルスマルカート 牡7栗 57 国分 優作池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 474－101：51．01� 238．6�
44 
 フジノサムライ 牡3黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 526± 0 〃 ハナ 26．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，794，200円 複勝： 37，672，400円 枠連： 12，695，900円
馬連： 74，268，300円 馬単： 40，348，900円 ワイド： 35，081，100円
3連複： 91，292，300円 3連単： 162，497，700円 計： 485，650，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 120円 � 200円 枠 連（6－8） 940円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，250円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 16，470円

票 数

単勝票数 計 317942 的中 � 31167（4番人気）
複勝票数 計 376724 的中 � 37290（5番人気）� 103443（1番人気）� 42396（4番人気）
枠連票数 計 126959 的中 （6－8） 10405（4番人気）
馬連票数 計 742683 的中 �� 47794（4番人気）
馬単票数 計 403489 的中 �� 11341（9番人気）
ワイド票数 計 350811 的中 �� 19602（5番人気）�� 6609（15番人気）�� 23777（4番人気）
3連複票数 計 912923 的中 ��� 23217（10番人気）
3連単票数 計1624977 的中 ��� 7153（56番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンレベッカ 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．11．3 京都4着

2010．4．22生 牝5鹿 母 ウエスタンデンコー 母母 ミュージカルラーク 36戦4勝 賞金 64，125，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



3202111月8日 雨 不良 （27京都5）第2日 第9競走 ��
��1，900�

はなぞの

花園ステークス
発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

23 パワーポケット 牡3黒鹿55 三浦 皇成柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 536＋ 21：55．5 3．1�
11 マヤノオントロジー 牡6黒鹿57 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 508＋ 81：56．13� 56．9�
35 マ ル ケ サ ス 牡6青鹿57 A．アッゼニ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488－ 21：56．42 25．4�

（英）

12 スギノハルバード 牡5鹿 57 浜中 俊杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B484＋ 51：56．93 37．0�
510 セイスコーピオン 牡5栗 57 A．シュタルケ 金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490＋ 41：57．11	 11．4�

（独）

713 マイネルバウンス 牡6栗 57 菱田 裕二 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 496＋ 41：57．2� 63．5


611 エクストラゴールド 牡4栗 57 C．ルメール 前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム B530－ 21：57．51
 4．1�

47 ワンダーアシャード 牡6栗 57 武 豊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 536－ 2 〃 クビ 4．9�
24 ダテノハクトラ 牡4芦 57 松山 弘平河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486± 01：57．71 57．3
36 アーバンレジェンド 牝5栗 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 470＋15 〃 アタマ 40．9�
714 ケルヴィンサイド 牡4鹿 57 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 21：58．23 64．0�
816 マイネルサクセサー 牡3栗 55 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 51：58．3クビ 221．8�
612 セブンフォース 牡5栗 57 国分 優作前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 556＋ 41：58．51	 124．0�
815 ナムララオウ 牡5栗 57 秋山真一郎奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 506＋ 61：59．13� 49．7�
48 � キ ャ ン バ ス �4栗 57 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 476＋102：00．05 6．0�
59 ハギノタイクーン 牡6鹿 57 戸崎 圭太日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 540＋ 62：00．42� 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，843，700円 複勝： 58，900，000円 枠連： 30，703，500円
馬連： 118，045，600円 馬単： 53，210，800円 ワイド： 57，400，700円
3連複： 164，224，800円 3連単： 212，687，100円 計： 734，016，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 210円 � 1，320円 � 670円 枠 連（1－2） 4，020円

馬 連 �� 8，900円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 1，810円 �� 8，790円

3 連 複 ��� 60，020円 3 連 単 ��� 264，940円

票 数

単勝票数 計 388437 的中 � 99458（1番人気）
複勝票数 計 589000 的中 � 93803（2番人気）� 9911（12番人気）� 20815（7番人気）
枠連票数 計 307035 的中 （1－2） 5907（13番人気）
馬連票数 計1180456 的中 �� 10277（25番人気）
馬単票数 計 532108 的中 �� 2875（38番人気）
ワイド票数 計 574007 的中 �� 5757（23番人気）�� 8300（16番人気）�� 1654（66番人気）
3連複票数 計1642248 的中 ��� 2052（134番人気）
3連単票数 計2126871 的中 ��� 582（636番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―12．4―12．4―12．0―12．3―12．3―12．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―17．9―29．6―42．0―54．4―1：06．4―1：18．7―1：31．0―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パワーポケット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2014．9．13 阪神5着

2012．4．1生 牡3黒鹿 母 タカラグリーン 母母 グリーンソング 11戦4勝 賞金 56，846，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スリータイタン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3202211月8日 小雨 重 （27京都5）第2日 第10競走 ��
��1，200�

きょうらく

京洛ステークス
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

815 ネ ロ 牡4栗 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 474＋ 81：08．9 4．4�
714 アースソニック 牡6鹿 57 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 496＋ 21：09．53� 11．6�
23 レッドオーヴァル 牝5鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448＋ 6 〃 ハナ 4．0�
612� マイネルエテルネル 牡5栗 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 498＋10 〃 クビ 69．6�
（独）

47 サ フ ィ ロ ス 牡3鹿 53 浜中 俊 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478－ 41：09．71 14．6	
59 セイコーライコウ 牡8鹿 57 三浦 皇成竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 492± 01：09．8	 38．4

12 スギノエンデバー 牡7鹿 57 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 468＋121：09．9� 18．1�
816 レンイングランド 牡3芦 53 国分 優作田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520＋14 〃 クビ 22．1�
36 ウイングザムーン 牝6鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492＋ 2 〃 ハナ 8．8
510 ペイシャオブロー 牡3鹿 52 川島 信二北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 494＋ 61：10．0クビ 99．4�
713 バ ー バ ラ 牝6黒鹿53 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 B438－ 2 〃 クビ 9．5�
11 メイショウイザヨイ 牝6鹿 52 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 510± 01：10．1クビ 39．8�
24 メイショウツガル 牡7鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 470＋ 4 〃 アタマ 53．0�
611 シ ゲ ル カ ガ 牡4鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 520＋10 〃 ハナ 6．7�
817� ヘニーハウンド 牡7栗 56 菱田 裕二林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 506－ 41：10．52� 83．7�
48 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿53 岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 466－ 21：10．81	 116．8�
35 ジャストドゥイング 牡3鹿 53 A．アッゼニ 前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 550＋121：11．65 23．7�
（英）

（17頭）

売 得 金
単勝： 50，899，400円 複勝： 70，198，700円 枠連： 36，583，300円
馬連： 176，656，000円 馬単： 69，825，400円 ワイド： 77，417，100円
3連複： 243，876，300円 3連単： 316，041，700円 計： 1，041，497，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 280円 � 170円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 430円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 25，710円

票 数

単勝票数 計 508994 的中 � 91818（2番人気）
複勝票数 計 701987 的中 � 112905（2番人気）� 53282（6番人気）� 120193（1番人気）
枠連票数 計 365833 的中 （7－8） 32072（3番人気）
馬連票数 計1766560 的中 �� 42921（11番人気）
馬単票数 計 698254 的中 �� 10491（17番人気）
ワイド票数 計 774171 的中 �� 18952（8番人気）�� 49462（1番人気）�� 16114（11番人気）
3連複票数 計2438763 的中 ��� 42355（5番人気）
3連単票数 計3160417 的中 ��� 8909（49番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．0―11．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．1―45．3―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネ ロ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．17 新潟1着

2011．5．27生 牡4栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 23戦5勝 賞金 129，401，000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。

２レース目



3202311月8日 小雨 不良 （27京都5）第2日 第11競走 ��
��1，800�第6回みやこステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，26．11．8以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，26．11．7以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000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
1：47．8
1：47．8

重
重

22 ロワジャルダン 牡4鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 498± 01：47．8 23．4�
44 カ ゼ ノ コ 牡4鹿 58 秋山真一郎�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 462± 0 〃 アタマ 17．4�
11 ローマンレジェンド 牡7黒鹿58 岩田 康誠太田珠々子氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 520± 0 〃 クビ 6．1�
67 アスカノロマン 牡4栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526＋ 61：48．33 29．0�
79 クリノスターオー 牡5青 57 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B536＋ 21：48．4クビ 5．3�
811 ダノンリバティ 牡3鹿 54 戸崎 圭太	ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 アタマ 2．5

33 モンドクラッセ 牡4鹿 56 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 534＋121：48．61	 4．0�
78 スリータイタン 
6黒鹿56 松山 弘平永井商事	 村山 明 新ひだか グランド牧場 462＋ 41：48．7	 231．0�
66 マイネルクロップ 牡5芦 57 A．アッゼニ 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 508＋121：49．23 38．1
（英）

55 エーシンモアオバー 牡9鹿 58 小牧 太	栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 510＋ 21：49．73 34．2�
810 ソ ロ ル 牡5黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム B504＋121：50．33	 14．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 156，685，200円 複勝： 161，054，300円 枠連： 74，688，500円 馬連： 496，758，200円 馬単： 247，103，800円
ワイド： 186，033，300円 3連複： 674，664，500円 3連単： 1，351，856，200円 5重勝： 600，769，100円 計： 3，949，613，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 470円 � 400円 � 210円 枠 連（2－4） 11，730円

馬 連 �� 12，120円 馬 単 �� 28，740円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 1，500円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 19，410円 3 連 単 ��� 180，390円

5 重 勝
対象競走：東京10R／京都10R／福島11R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 1，081，070円

票 数

単勝票数 計1566852 的中 � 53497（7番人気）
複勝票数 計1610543 的中 � 81203（7番人気）� 97029（6番人気）� 243493（3番人気）
枠連票数 計 746885 的中 （2－4） 4932（26番人気）
馬連票数 計4967582 的中 �� 31747（33番人気）
馬単票数 計2471038 的中 �� 6448（65番人気）
ワイド票数 計1860333 的中 �� 15623（33番人気）�� 32104（19番人気）�� 39692（14番人気）
3連複票数 計6746645 的中 ��� 26067（59番人気）
3連単票数 計13518562 的中 ��� 5433（418番人気）
5重勝票数 計6007691 的中 ����� 389

ハロンタイム 12．0―11．3―12．2―12．1―11．9―11．6―11．9―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．3―35．5―47．6―59．5―1：11．1―1：23．0―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロワジャルダン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山1着

2011．3．24生 牡4鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 11戦6勝 賞金 113，331，000円
〔制裁〕 カゼノコ号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

ローマンレジェンド号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※スリータイタン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりロワジャルダン号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

3202411月8日 小雨 重 （27京都5）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：19．0
1：19．0

良
良

69 � メラグラーナ 牝3鹿 53 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates
Park Pty Ltd 514＋ 41：23．9 5．9�

711 スナッチマインド 牝4鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋101：24．11	 2．7�

56 ナリタスターワン 牡3鹿 56 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 468＋ 41：24．2
 7．7�
813 ラインハート 牝4鹿 55 A．シュタルケ P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B468－ 21：24．3
 20．8�

（独）

11 ムーンエクスプレス 牝3鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 420＋ 41：24．4� 4．6	
33 アサクサティアラ 牝5青鹿55 岩田 康誠田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450－ 41：24．61	 6．6

812 タガノリバレンス 牡6鹿 57 小牧 太八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 2 〃 クビ 15．5�
57 � ゴ ー ス ル ー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 462＋ 41：24．7クビ 266．0�
22 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿55 北村 友一�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 468＋ 61：24．8
 76．4
68 ウインスプラッシュ 牡4鹿 57 A．アッゼニ�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 508＋ 41：24．9
 17．6�

（英）

44 ラーストチカ 牝5黒鹿55 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 B454＋ 41：25．11	 70．8�
45 ヒカリトリトン 牡7鹿 57 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 500＋ 61：25．42 158．6�
710 ラブローレル 牝3青鹿54 国分 優作増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 414－ 6 〃 アタマ 101．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，051，500円 複勝： 80，862，200円 枠連： 37，549，600円
馬連： 198，840，700円 馬単： 91，199，000円 ワイド： 80，381，600円
3連複： 231，184，100円 3連単： 413，743，100円 計： 1，208，811，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 130円 � 200円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 360円 �� 920円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 750515 的中 � 101479（3番人気）
複勝票数 計 808622 的中 � 98345（3番人気）� 195369（1番人気）� 91571（5番人気）
枠連票数 計 375496 的中 （6－7） 45669（1番人気）
馬連票数 計1988407 的中 �� 195277（2番人気）
馬単票数 計 911990 的中 �� 39051（5番人気）
ワイド票数 計 803816 的中 �� 59945（3番人気）�� 20734（12番人気）�� 46362（4番人気）
3連複票数 計2311841 的中 ��� 79495（5番人気）
3連単票数 計4137431 的中 ��� 27108（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．7―37．1―49．3―1：01．0―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メラグラーナ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Secret Savings デビュー 2015．3．8 阪神1着

2012．8．21生 牝3鹿 母 Ghaliah 母母 Elated Lady 6戦3勝 賞金 23，000，000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。

５レース目



（27京都5）第2日 11月8日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 153頭 本 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

266，170，000円
12，080，000円
1，610，000円
24，150，000円
61，639，000円
4，165，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
546，634，000円
769，624，700円
278，884，800円
1，446，767，300円
749，652，600円
634，836，800円
1，905，504，000円
3，327，008，000円
600，769，100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
5 重 勝
計 10，259，681，300円

総入場人員 16，310名 （有料入場人員 15，005名）
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