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3204911月21日 晴 稍重 （27京都5）第5日 第1競走 ��
��1，400�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
1：23．6
1：23．1

重
重

813 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 486－ 41：25．4 8．9�
33 � 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 518－ 61：26．35 1．8�
68 シルバーメール 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 434－ 41：26．4	 24．7�
56 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± 01：26．5クビ 19．1�
11 ロ ワ ー ル 牝2栗 54 中井 裕二林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 420－12 〃 クビ 136．2�
812� 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 480－ 21：26．7
 6．0	
57 エイシンディクティ 牝2鹿 54 武 豊平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 470＋ 41：27．02 15．5

22 � ソングライティング 牝2黒鹿54 川田 将雅吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,

L.L.C. 508＋ 41：27．1
 3．9�
711 ミュークマサナリ 牡2栃栗 55

52 ▲�島 克駿庄司 修二氏 藤沢 則雄 青森 諏訪牧場 522－ 21：27．2クビ 243．2�
710 イスズゴールド 牡2黒鹿55 松山 弘平内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 420＋ 41：27．41� 366．5
44 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 428－ 61：27．5	 190．1�
69 ヘッドストロング 牡2鹿 55 北村 友一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 21：28．67 207．9�
45 パープルミラクル 牝2黒鹿54 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 410± 01：29．02	 154．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，416，000円 複勝： 60，114，600円 枠連： 13，916，400円
馬連： 43，956，800円 馬単： 31，499，600円 ワイド： 26，805，600円
3連複： 65，865，300円 3連単： 120，237，000円 計： 385，811，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 180円 � 110円 � 540円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，280円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 24，600円

票 数

単勝票数 計 234160 的中 � 21044（4番人気）
複勝票数 計 601146 的中 � 41174（3番人気）� 381743（1番人気）� 9764（7番人気）
枠連票数 計 139164 的中 （3－8） 43385（1番人気）
馬連票数 計 439568 的中 �� 64870（2番人気）
馬単票数 計 314996 的中 �� 13634（6番人気）
ワイド票数 計 268056 的中 �� 33260（2番人気）�� 2638（19番人気）�� 6810（11番人気）
3連複票数 計 658653 的中 ��� 11891（14番人気）
3連単票数 計1202370 的中 ��� 3543（74番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．1―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―46．9―59．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤムテキ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．11．8 京都5着

2013．3．19生 牡2黒鹿 母 セメイユドゥヴォン 母母 Heeremandi 2戦1勝 賞金 5，700，000円

3205011月21日 晴 稍重 （27京都5）第5日 第2競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

79 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 476－ 61：12．1 7．5�
44 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 454－ 21：12．2� 1．7�
56 ユアマイラブ 牡2鹿 55 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 5．9�
67 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± 01：12．94 8．1�
710 ビップフウマ 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 クビ 6．7�
811 シゲルオキサワラ 牡2鹿 55 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 452± 01：13．0クビ 39．1�
68 スナークスカイ 牡2鹿 55 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 442－ 8 〃 クビ 26．4	
33 ジュンレンパ 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 B472＋ 81：13．53 62．5

11 ソ ラ ー レ 牝2青鹿54 藤岡 康太阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 466＋ 21：14．03 215．9�
22 シゲルシロアマダイ 牡2芦 55

53 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B444＋ 21：14．21� 198．0�
812 ナムラホビット 牡2黒鹿 55

52 ▲�島 克駿奈村 信重氏 福島 信晴 様似 林 時春 B422－ 61：15．05 172．3
55 ソニックタイガー 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 454－ 21：15．31� 72．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，379，600円 複勝： 101，712，900円 枠連： 12，306，700円
馬連： 45，763，700円 馬単： 32，953，000円 ワイド： 30，097，400円
3連複： 67，377，900円 3連単： 123，858，800円 計： 436，450，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（4－7） 270円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 230円 �� 580円 �� 210円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 6，550円

票 数

単勝票数 計 223796 的中 � 23694（4番人気）
複勝票数 計1017129 的中 � 54515（3番人気）� 764119（1番人気）� 63918（2番人気）
枠連票数 計 123067 的中 （4－7） 35053（1番人気）
馬連票数 計 457637 的中 �� 57714（4番人気）
馬単票数 計 329530 的中 �� 16102（7番人気）
ワイド票数 計 300974 的中 �� 34818（3番人気）�� 10942（8番人気）�� 39499（2番人気）
3連複票数 計 673779 的中 ��� 53585（4番人気）
3連単票数 計1238588 的中 ��� 13691（21番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．0―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックジョー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．10．18 京都10着

2013．3．17生 �2青鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 3戦1勝 賞金 5，750，000円
※ジュンレンパ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第５回 京都競馬 第５日



3205111月21日 晴 良 （27京都5）第5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

78 ヴ ィ ブ ロ ス 牝2青 54 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 408－ 61：48．8 2．3�
44 リボンフラワー 牝2芦 54 C．ルメール 池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：49．01� 3．6�
11 シゲルシーラカンス 牡2黒鹿55 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 472± 01：49．31� 12．9�
33 ピッツィカート 牡2鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 61：49．4� 4．9�
67 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± 01：49．82� 33．8�
79 アドルナメンテ 牝2鹿 54 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448± 01：49．9� 7．1	
66 ホットメッセージ 牡2青鹿55 酒井 学金子真人ホール

ディングス
 吉田 直弘 日高 白井牧場 448－ 41：50．11� 12．4�
22 マ リ ネ リ ス 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 21：50．2� 85．1�

810 ニュードラゴン 牝2黒鹿54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 450± 01：51．37 192．5
811 アイファーエバー 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 信田牧場 400－ 2 〃 ハナ 415．0�
55 ゴ ー ル ド 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 448＋ 22：01．7大差 158．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，668，000円 複勝： 45，255，900円 枠連： 11，558，700円
馬連： 49，388，400円 馬単： 35，800，900円 ワイド： 30，994，900円
3連複： 69，430，300円 3連単： 127，536，400円 計： 396，633，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 250円 枠 連（4－7） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 180円 �� 440円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 266680 的中 � 89792（1番人気）
複勝票数 計 452559 的中 � 164335（1番人気）� 89415（2番人気）� 26046（6番人気）
枠連票数 計 115587 的中 （4－7） 30748（1番人気）
馬連票数 計 493884 的中 �� 114827（1番人気）
馬単票数 計 358009 的中 �� 46761（1番人気）
ワイド票数 計 309949 的中 �� 56386（1番人気）�� 15874（7番人気）�� 10578（11番人気）
3連複票数 計 694303 的中 ��� 31867（5番人気）
3連単票数 計1275364 的中 ��� 20769（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．7―48．4―1：01．2―1：13．7―1：25．4―1：37．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ブ ロ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．10．24 京都2着

2013．4．9生 牝2青 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 ゴールド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴールド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年12月21日まで出走できない。
※シゲルシーラカンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3205211月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（27京都5）第5日 第4競走 ��2，910�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時35分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：11．2良・重

810 エイコーンパス 牡6栗 60 高田 潤吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋163：16．3 5．8�

11 グランプリブルー 牡6栗 60 平沢 健治北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 490＋ 63：16．83 20．5�
78 リヴゴーシュ �3栗 58 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532＋ 83：16．9� 23．4�
44 ブロードスター �5鹿 60 北沢 伸也安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 492＋263：17．0	 3．1�
55 ドリームトレイン 牡6黒鹿60 中村 将之前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 512＋ 63：17．21� 4．8�
22 タ ピ エ ス 牡3鹿 58 難波 剛健細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 478＋143：17．83� 3．6	
33 
 アプリカーレ 牝4鹿 58 植野 貴也水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 498＋ 43：19．07 13．8

67 ツカサブレイブ 牡3青鹿58 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 474＋ 43：19．31	 44．4�
79 メイショウライウン 牡4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 458＋123：19．4	 35．9�
66 メイショウメイザン 牡3鹿 58 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 462－103：20．25 21．8
811
 イエスイットイズ 牡6鹿 60 森 一馬薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 526＋ 43：29．5大差 40．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，030，400円 複勝： 22，131，800円 枠連： 10，484，900円
馬連： 34，854，700円 馬単： 21，505，600円 ワイド： 19，820，600円
3連複： 52，491，900円 3連単： 75，210，300円 計： 254，530，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 740円 � 610円 枠 連（1－8） 4，330円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 2，510円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 42，240円 3 連 単 ��� 181，150円

票 数

単勝票数 計 180304 的中 � 24497（4番人気）
複勝票数 計 221318 的中 � 32137（4番人気）� 6936（9番人気）� 8581（7番人気）
枠連票数 計 104849 的中 （1－8） 1876（21番人気）
馬連票数 計 348547 的中 �� 4281（21番人気）
馬単票数 計 215056 的中 �� 1916（28番人気）
ワイド票数 計 198206 的中 �� 2249（28番人気）�� 2043（33番人気）�� 1072（46番人気）
3連複票数 計 524919 的中 ��� 932（100番人気）
3連単票数 計 752103 的中 ��� 301（452番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 52．8－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイコーンパス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．2．18 京都2着

2009．3．26生 牡6栗 母 エイコーンリング 母母 サンデーエイコーン 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ツカサブレイブ号の騎手佐久間寛志は，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。



3205311月21日 晴 良 （27京都5）第5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

22 アドナルシー 牡2黒鹿55 A．シュタルケ�辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 478 ―1：36．2 16．6�
（独）

11 レッドアヴァンセ 牝2黒鹿 54
53 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444 ―1：36．52 1．2�

57 スマートカオス 牡2黒鹿55 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 平取 稲原牧場 448 ― 〃 クビ 14．7�
45 ゴールドインゴット 牡2黒鹿55 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 468 ― 〃 ハナ 170．4�
34 センショウレイナ 牝2鹿 54 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：36．6� 7．4	
712 フラワーファースト 牝2鹿 54 浜中 俊黒川 哲美氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 472 ―1：36．7� 30．0

46 アバンダント 牝2鹿 54 C．ルメール 近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 クビ 10．0�

（アバンダンス）

33 ニホンピロカーン 牡2鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 452 ―1：36．91� 75．4�
69 トモノメジェール 牝2栗 54 幸 英明共田 義夫氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 462 ―1：37．11� 82．4
711 バイキングスター 牡2黒鹿55 A．アッゼニ 古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 444 ― 〃 アタマ 168．0�

（英）

58 スナークウルフ 牡2栗 55 和田 竜二杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 有限会社
吉田ファーム 478 ―1：37．2� 69．3�

610 ミトノグリーン 牡2黒鹿55 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 476 ―1：37．51� 192．5�
814 クリスタルテーラー 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 416 ―1：37．82 200．1�
813 ゼットシャンティ 牡2黒鹿55 松田 大作�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 502 ―1：38．65 60．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，231，300円 複勝： 108，937，900円 枠連： 14，605，400円
馬連： 50，467，000円 馬単： 41，850，800円 ワイド： 31，056，200円
3連複： 69，507，100円 3連単： 139，416，700円 計： 493，072，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 190円 � 100円 � 170円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，070円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 18，890円

票 数

単勝票数 計 372313 的中 � 17916（5番人気）
複勝票数 計1089379 的中 � 32264（5番人気）� 876149（1番人気）� 39146（3番人気）
枠連票数 計 146054 的中 （1－2） 14998（4番人気）
馬連票数 計 504670 的中 �� 46596（4番人気）
馬単票数 計 418508 的中 �� 9768（9番人気）
ワイド票数 計 310562 的中 �� 20552（4番人気）�� 6664（12番人気）�� 26927（3番人気）
3連複票数 計 695071 的中 ��� 36274（5番人気）
3連単票数 計1394167 的中 ��� 5348（48番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．1―12．8―12．4―12．2―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．9―48．7―1：01．1―1：13．3―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドナルシー �
�
父 アンライバルド �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2013．4．5生 牡2黒鹿 母 アドマイヤドレス 母母 クイーンジャガー 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。

3205411月21日 晴 良 （27京都5）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

11 メイショウシャチ 牡2鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 464 ―1：09．9 10．0�
55 サカジロテンオー 牡2鹿 55 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 494 ― 〃 クビ 39．5�
812 トレジャートローヴ 牡2芦 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450 ―1：10．11� 4．8�
811 ブ ラ ン カ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 414 ―1：10．2� 1．5�
79 ロングハード 牝2黒鹿54 北村 友一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 456 ―1：10．41 14．2�
44 ツバメガエシ 牡2栗 55

52 ▲加藤 祥太�ターフ・スポート佐々木晶三 浦河 大道牧場 470 ―1：10．5	 27．2	
33 カネトシフェイト 牡2黒鹿55 太宰 啓介兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 448 ―1：10．71� 193．7

68 マリンランプ 牝2芦 54 松山 弘平小林 正和氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 418 ―1：10．91� 21．1�
22 メイショウフェスタ 牝2栗 54 岩田 康誠松本 好�氏 角田 晃一 むかわ 佐久間 孝司 414 ―1：11．22 20．7
67 ユーテルミー 牡2栗 55

52 ▲
島 克駿薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 430 ―1：11．3� 162．5�
56 スプレーモゲレイロ 牡2鹿 55 
島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452 ―1：11．72� 49．2�
710 サウンドガリア 牝2栗 54 浜中 俊増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 信成牧場 430 ―1：11．8クビ 18．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，233，800円 複勝： 71，026，200円 枠連： 16，949，600円
馬連： 48，351，800円 馬単： 34，957，500円 ワイド： 28，454，900円
3連複： 63，141，900円 3連単： 117，597，900円 計： 409，713，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 640円 � 1，790円 � 360円 枠 連（1－5） 9，300円

馬 連 �� 18，740円 馬 単 �� 31，280円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 790円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 25，800円 3 連 単 ��� 218，050円

票 数

単勝票数 計 292338 的中 � 23249（3番人気）
複勝票数 計 710262 的中 � 28910（3番人気）� 9572（9番人気）� 57172（2番人気）
枠連票数 計 169496 的中 （1－5） 1411（16番人気）
馬連票数 計 483518 的中 �� 1999（35番人気）
馬単票数 計 349575 的中 �� 838（55番人気）
ワイド票数 計 284549 的中 �� 2392（27番人気）�� 9773（7番人気）�� 2357（29番人気）
3連複票数 計 631419 的中 ��� 1835（61番人気）
3連単票数 計1175979 的中 ��� 391（382番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．5―12．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．4―46．5―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 9，5－（1，4）（6，10）（2，3）－（7，8，11）＝12 4 9（5，4）（1，3，6，10）（2，7，8，11）－12

勝馬の
紹 介

メイショウシャチ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．3．17生 牡2鹿 母 マチカネモユルコイ 母母 マチカネモユル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 メイショウシャチ号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・6番・10番）

ユーテルミー号の騎手
島克駿は，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。
※サウンドガリア号・ブランカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3205511月21日 晴 良 （27京都5）第5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）

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

612 ザ マ ン ダ 牝4青鹿55 M．デムーロ 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 506－ 21：52．2 4．1�

59 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 488＋ 41：52．83� 6．3�

23 アグネスアーニャ 牝3鹿 53 菱田 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 474＋141：53．01� 9．7�
611 ハギノセゾン 牝4青鹿 55

52 ▲�島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 472＋ 21：53．21� 5．4�
35 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 484＋ 21：53．41� 16．7�
815 デューイハミテージ 牝3鹿 53 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 446± 01：53．5クビ 44．3	
510 ニシノシュロ 牝4青鹿55 国分 恭介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 508＋ 2 〃 アタマ 18．7

47 エヴォリューション 牝4鹿 55 太宰 啓介岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478± 01：53．6� 20．7�
714 バラブシュカ 牝3栗 53 藤懸 貴志大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 514＋ 81：53．7� 93．3�
12 アローシルバー 牝3栗 53 幸 英明佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 478＋ 21：53．91� 86．3
36 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム B464－ 2 〃 クビ 19．2�
11 タマノベレッツァ 牝3黒鹿53 A．アッゼニ 玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 448－201：54．32� 20．9�

（英）

48 サンマルメジャール 牝3鹿 53
51 △義 英真相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 456± 01：54．4クビ 110．7�

816 ケンブリッジデイズ 牝3栗 53 北村 友一中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 454－ 41：55．46 131．6�

713	 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 450－ 21：56．14 406．6�

24 リヴィエール 牝4芦 55 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 476－ 21：56．2� 4．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，927，000円 複勝： 39，296，800円 枠連： 24，673，500円
馬連： 67，931，000円 馬単： 33，069，500円 ワイド： 41，460，400円
3連複： 99，008，900円 3連単： 112，915，800円 計： 444，282，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 190円 � 310円 枠 連（5－6） 490円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，350円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 20，250円

票 数

単勝票数 計 259270 的中 � 49744（2番人気）
複勝票数 計 392968 的中 � 64602（1番人気）� 54820（4番人気）� 27733（6番人気）
枠連票数 計 246735 的中 （5－6） 38613（2番人気）
馬連票数 計 679310 的中 �� 39389（2番人気）
馬単票数 計 330695 的中 �� 10758（4番人気）
ワイド票数 計 414604 的中 �� 28275（2番人気）�� 7463（16番人気）�� 8725（9番人気）
3連複票数 計 990089 的中 ��� 15336（7番人気）
3連単票数 計1129158 的中 ��� 4042（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．4―49．2―1：01．9―1：14．4―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3
12，6（4，7）15（10，8）（2，11）（1，3，16）（5，14）（9，13）
12（4，7）（6，3）（10，15）（2，11）（1，8）9（5，14）13，16

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

勝馬の
紹 介

ザ マ ン ダ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．9．28 阪神6着

2011．3．30生 牝4青鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 17戦3勝 賞金 27，220，000円
※アローシルバー号は，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。

3205611月21日 晴 良 （27京都5）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

612 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 506－ 41：11．4 3．3�
713 エイシンファイヤー 牡3鹿 56 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 494－ 21：11．61� 10．4�
47 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± 01：11．8� 3．3�
12 ミカエルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 532＋12 〃 ハナ 4．1�
36 � ノボリクリーン 牡3青鹿56 和田 竜二原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 470± 0 〃 クビ 29．2�
23 � リナクリスタル 牝4鹿 55

53 △義 英真ザ・チャンピオンズ 西村 真幸 日高 有限会社 レキ
シントンファーム 468－ 41：12．33 217．4	

11 エピックウィン 牡3黒鹿56 小牧 太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 460－ 21：12．61� 15．7

59 プライマリーコード 牝4芦 55 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482＋141：13．13 13．6�
24 � ラ ブ コ ー ル 牝4芦 55

52 ▲加藤 祥太畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 438－271：13．2� 358．8
611 スパイスシャワー 牝4鹿 55

52 ▲	島 克駿下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－ 81：13．3クビ 155．5�
816 ジャミールカズマ 牡3青鹿56 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 486± 01：13．4� 43．9�
815 テイエムシシオー 牡6黒鹿 57

56 ☆松若 風馬竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 490－ 41：13．5� 51．1�
510 スズカチャンプ 牡6鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 502＋ 61：13．71
 106．2�
48 グランドデザイン 牝3黒鹿54 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 458± 01：13．91
 28．2�
35 ミリオンフレッシュ 牡5黒鹿57 北村 友一田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 484± 01：14．1� 28．6�
714� アグリナンバーワン 牝3青鹿54 藤懸 貴志アグリRC 坪 憲章 浦河 杵臼斉藤牧場 396－ 81：14．63 525．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，882，700円 複勝： 43，866，800円 枠連： 20，943，100円
馬連： 81，325，300円 馬単： 42，549，400円 ワイド： 43，877，500円
3連複： 109，636，500円 3連単： 151，631，000円 計： 526，712，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 270円 � 130円 枠 連（6－7） 1，800円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 650円 �� 210円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 11，770円

票 数

単勝票数 計 328827 的中 � 79586（1番人気）
複勝票数 計 438668 的中 � 97646（2番人気）� 29239（5番人気）� 99083（1番人気）
枠連票数 計 209431 的中 （6－7） 8974（6番人気）
馬連票数 計 813253 的中 �� 34164（4番人気）
馬単票数 計 425494 的中 �� 9053（7番人気）
ワイド票数 計 438775 的中 �� 15296（4番人気）�� 66443（1番人気）�� 14515（6番人気）
3連複票数 計1096365 的中 ��� 48397（2番人気）
3連単票数 計1516310 的中 ��� 9340（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．0―12．0―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Affirmed デビュー 2013．6．15 阪神4着

2011．2．14生 牡4栗 母 サルガソシー 母母 Reverie 18戦3勝 賞金 31，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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。
（非抽選馬） 2頭 ゴマスリオトコ号・シゲルゴホウサイ号



3205711月21日 晴 良 （27京都5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

き

も ち の 木 賞
発走14時35分 （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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

33 レ ガ ー ロ 牡2鹿 55 M．デムーロ寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504＋ 41：51．7 11．3�
79 スマートシャレード 牡2黒鹿55 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 482－ 4 〃 クビ 3．4�

22 スーパーライナー 牡2鹿 55 川田 将雅谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488＋ 81：52．44 2．9�
11 スナークレッド 牡2鹿 55 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 486＋ 21：53．35 27．5�
812 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 482－ 21：53．4� 21．7�
811 クレマンダルザス 牡2鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442－ 41：54．14 5．8�
710 クインズサターン 牡2芦 55 岩田 康誠 	クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 458－ 21：54．84 11．9

55 ファビラスヒーロー 牡2芦 55 藤岡 康太吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：55．65 126．4�
56 � ストロングタイタン 牡2鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 524＋ 4 〃 ハナ 6．2
67 ゴ ブ レ ッ ト 牝2鹿 54 幸 英明�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 484＋ 21：56．45 235．1�
68 グローリーミスト 牡2青鹿55 A．アッゼニ 	グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 478－ 21：57．25 41．9�

（英）

44 	 チェリーオータム 牝2鹿 54 筒井 勇介�ホースケア 山中 輝久 浦河 大成牧場 408－ 71：57．83
 546．0�
（笠松） （笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，107，400円 複勝： 66，063，500円 枠連： 22，913，400円
馬連： 117，002，700円 馬単： 61，987，000円 ワイド： 54，560，800円
3連複： 145，263，700円 3連単： 226，823，100円 計： 747，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 230円 � 140円 � 130円 枠 連（3－7） 1，550円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 530円 �� 430円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 12，550円

票 数

単勝票数 計 531074 的中 � 37549（5番人気）
複勝票数 計 660635 的中 � 54916（6番人気）� 125112（2番人気）� 162414（1番人気）
枠連票数 計 229134 的中 （3－7） 11424（8番人気）
馬連票数 計1170027 的中 �� 56381（7番人気）
馬単票数 計 619870 的中 �� 12827（17番人気）
ワイド票数 計 545608 的中 �� 24373（7番人気）�� 30924（5番人気）�� 62296（1番人気）
3連複票数 計1452637 的中 ��� 74715（3番人気）
3連単票数 計2268231 的中 ��� 13095（35番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．1―12．8―12．5―12．8―13．0―12．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．6―48．4―1：00．9―1：13．7―1：26．7―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
11－（5，12）－（2，6）（3，9）1－（10，8）－（4，7）
11，5（3，12，9）2－（1，6）8－10，7＝4

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

勝馬の
紹 介

レ ガ ー ロ �
�
父 Bernardini �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2015．7．11 中京11着

2013．5．3生 牡2鹿 母 サンタテレジータ 母母 Sweet Gold 3戦2勝 賞金 15，259，000円
〔その他〕 グローリーミスト号・チェリーオータム号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3205811月21日 晴 良 （27京都5）第5日 第10競走 ��1，800�
き ぬ が さ

衣 笠 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 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

810 マキシマムドパリ 牝3芦 53 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 456－ 41：47．9 1．6�
78 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿53 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 468＋ 8 〃 クビ 9．1�
79 ティーエスクライ 牝3芦 53 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 458＋ 41：48．11 16．1�
55 リーサルウェポン 牝4鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 434± 0 〃 ハナ 5．4�
67 テ ィ ア ー モ 牝5鹿 55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 81：48．41� 17．4�
33 レッドジゼル 牝5鹿 55 A．シュタルケ �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 31．0	

（独）

22 レネットグルーヴ 牝5黒鹿55 松山 弘平 
サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 424－ 41：48．5クビ 25．7�
44 ア カ ネ イ ロ 牝4栗 55 浜中 俊 
キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 9．1�
11 � クリノハッチャン 牝4鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 456－ 41：48．81� 134．3
66 レッドオーラム 牝4鹿 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 490＋101：48．9� 16．9�
811 ナオミノユメ 牝6鹿 55 荻野 琢真塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：49．0� 291．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，619，300円 複勝： 116，767，300円 枠連： 28，708，500円
馬連： 136，858，900円 馬単： 89，317，500円 ワイド： 73，152，800円
3連複： 173，950，100円 3連単： 369，608，800円 計： 1，045，983，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 280円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 340円 �� 440円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 576193 的中 � 271915（1番人気）
複勝票数 計1167673 的中 � 637314（1番人気）� 87605（4番人気）� 50612（5番人気）
枠連票数 計 287085 的中 （7－8） 60083（1番人気）
馬連票数 計1368589 的中 �� 152915（2番人気）
馬単票数 計 893175 的中 �� 75845（2番人気）
ワイド票数 計 731528 的中 �� 60229（3番人気）�� 43215（4番人気）�� 13645（14番人気）
3連複票数 計1739501 的中 ��� 77478（4番人気）
3連単票数 計3696088 的中 ��� 63575（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．2―12．7―12．7―12．1―11．0―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．8―49．5―1：02．2―1：14．3―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マキシマムドパリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．2．1生 牝3芦 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 10戦3勝 賞金 79，288，000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。



3205911月21日 晴 良 （27京都5）第5日 第11競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，26．11．22以降27．11．15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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：56．8
1：56．1

良
良

811 トーセンレーヴ 牡7鹿 57 H．ボウマン 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：00．6 10．7�
（豪）

44 トラストワン 牡7黒鹿54 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 502＋16 〃 クビ 18．3�
22 アルバートドック 牡3鹿 54 川田 将雅�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 480＋ 22：00．7� 2．3�
79 サンライズタイセイ 牡5鹿 52 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 474± 02：00．8クビ 20．0�
11 ケツァルテナンゴ 牡3鹿 53 A．シュタルケ �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 3．3	

（独）

67 アロマカフェ 牡8黒鹿54 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 476－ 82：00．9クビ 32．2

66 トウシンモンステラ 牡5黒鹿54 武 豊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 5．2�
55 アクションスター 牡5栗 54 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋142：01．11� 52．3�
33 メイショウウズシオ 牡8黒鹿53 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492＋ 6 〃 アタマ 91．1
810 マ デ イ ラ 牡6栗 52 酒井 学 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：01．31� 15．6�
78 	 ドリームバスケット 牡8栗 53 熊沢 重文中地賢次郎氏 中村 均 日高 荒井ファーム 458－ 72：01．62 153．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 70，451，200円 複勝： 76，716，400円 枠連： 47，942，100円
馬連： 236，707，700円 馬単： 125，281，800円 ワイド： 94，916，200円
3連複： 304，108，900円 3連単： 599，960，500円 計： 1，556，084，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 280円 � 340円 � 130円 枠 連（4－8） 4，620円

馬 連 �� 10，680円 馬 単 �� 20，270円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 580円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 77，420円

票 数

単勝票数 計 704512 的中 � 52205（4番人気）
複勝票数 計 767164 的中 � 58123（4番人気）� 44576（7番人気）� 213427（1番人気）
枠連票数 計 479421 的中 （4－8） 8039（14番人気）
馬連票数 計2367077 的中 �� 17172（26番人気）
馬単票数 計1252818 的中 �� 4634（46番人気）
ワイド票数 計 949162 的中 �� 8946（25番人気）�� 44468（4番人気）�� 29384（9番人気）
3連複票数 計3041089 的中 ��� 31960（23番人気）
3連単票数 計5999605 的中 ��� 5618（200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．9―37．7―50．1―1：02．4―1：14．6―1：26．3―1：37．7―1：49．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．2．12 京都1着

2008．3．21生 牡7鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 23戦7勝 賞金 191，682，000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。

3206011月21日 晴 良 （27京都5）第5日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

35 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 480＋121：08．5 10．5�
23 � ブレイヴフィート 牝5鹿 55 藤岡 康太下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B452－ 41：08．6	 123．2�
510 モズハツコイ 牝4芦 55 M．デムーロ �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 470－ 41：08．81
 2．2�
48 セレッソブランコ 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 450－141：08．9クビ 41．9�
11 マズイマズイウマイ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 500＋ 2 〃 アタマ 6．1	
59 クラウンカイザー 牡6黒鹿 57

55 △義 英真�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 500＋ 4 〃 クビ 43．4

817 タケデンタイガー 牡3栗 56 和田 竜二武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 472＋16 〃 アタマ 28．6�
612 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 B456－ 2 〃 ハナ 10．3�
12 サンライズポパイ 牡7鹿 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 486＋121：09．0� 81．3
36 ボストンサクラ 牝6黒鹿55 中井 裕二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450＋ 61：09．1� 133．0�
611 アグネスマチュア 牡6鹿 57 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502＋ 61：09．2クビ 191．9�
47 ゼンノコリオリ 牡5鹿 57 北村 友一大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 470＋101：09．3	 27．0�
714 メイショウゲンブ 牡6鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 480－ 2 〃 ハナ 39．5�
713 ダイヤモンドハイ 牝4鹿 55 C．ルメール 布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：09．4	 7．8�
24 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 57 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 520＋ 6 〃 ハナ 244．3�
816 コウエイタケル 牡4鹿 57 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 474－ 61：09．61
 7．5�
715 イントゥザストーム 牝6鹿 55

52 ▲�島 克駿金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 424＋ 61：10．23� 262．7�

818 ラブローレル 牝3青鹿54 池添 謙一増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 416＋ 21：10．73 274．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 60，335，100円 複勝： 79，482，500円 枠連： 42，571，000円
馬連： 173，299，200円 馬単： 85，449，200円 ワイド： 90，580，500円
3連複： 235，383，300円 3連単： 367，685，000円 計： 1，134，785，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 280円 � 1，560円 � 130円 枠 連（2－3） 12，860円

馬 連 �� 39，650円 馬 単 �� 66，060円

ワ イ ド �� 9，790円 �� 500円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 23，700円 3 連 単 ��� 270，900円

票 数

単勝票数 計 603351 的中 � 45664（6番人気）
複勝票数 計 794825 的中 � 64206（6番人気）� 8783（14番人気）� 233867（1番人気）
枠連票数 計 425710 的中 （2－3） 2565（29番人気）
馬連票数 計1732992 的中 �� 3387（62番人気）
馬単票数 計 854492 的中 �� 970（115番人気）
ワイド票数 計 905805 的中 �� 2247（65番人気）�� 51669（5番人気）�� 6643（29番人気）
3連複票数 計2353833 的中 ��� 7448（59番人気）
3連単票数 計3676850 的中 ��� 984（609番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―10．8―11．1―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―33．9―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン シ カ ゴ �
�
父 リキアイワカタカ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2013．11．2 京都1着

2011．5．1生 牡4栗 母 シーサイドエンゼル 母母 シヤダイハマナス 24戦3勝 賞金 47，346，000円



（27京都5）第5日 11月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 157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

208，700，000円
4，160，000円
11，900，000円
1，080，000円
18，660，000円
62，957，500円
4，722，200円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
457，281，800円
831，372，600円
267，573，300円
1，085，907，200円
636，221，800円
565，777，800円
1，455，165，800円
2，532，481，300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
計 7，831，781，600円

総入場人員 19，405名 （有料入場人員 18，083名）
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