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3207311月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00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

713 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 492－ 21：27．1 23．8�
611 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 450－ 2 〃 ハナ 3．9�
48 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 466＋ 41：27．2� 5．5�
35 ラッシュストーム 牝2黒鹿54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 446－ 21：27．51� 70．0�
36 キタイチサクラ 牝2栗 54 中谷 雄太小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 458＋ 81：27．82 3．7�
612 シゲルサツキサバ 牡2鹿 55 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 456＋ 2 〃 クビ 166．5	
816 ナンゴクロックオン 牡2栗 55 柴田 未崎渡 義光氏 �島 一歩 宮崎 田上 勝雄 456＋ 61：27．9� 157．2

24 グランアルバス 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 472＋101：28．11� 15．2�
815 サカジロチュウオー 牡2鹿 55

52 ▲�島 克駿ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 幾千世牧場 B460－ 2 〃 アタマ 92．5�
47 ツイセキシャ 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 476＋ 21：28．2クビ 41．7
59 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 492－ 81：28．3� 268．0�
12 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 434－ 21：28．4� 33．7�
23 マ オ ウ 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太大塚 亮一氏 須貝 尚介 浦河 ガーベラパー
クスタツド B486＋ 41：28．5クビ 14．3�

510 カノヤルジャンドル 牝2鹿 54 川須 栄彦神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 434－ 4 〃 ハナ 171．0�
11 ブルベアバラクーダ 牝2栗 54 柿原 翔 �ブルアンドベア 田中 章博 浦河 王蔵牧場 462－ 81：29．03 302．4�

（愛知）

714 ディアマンテベルデ 牝2鹿 54 幸 英明吉田 勝己氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 486－ 61：29．42� 3．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，822，600円 複勝： 26，267，200円 枠連： 9，788，000円
馬連： 41，159，100円 馬単： 23，106，800円 ワイド： 26，496，000円
3連複： 62，957，000円 3連単： 82，822，800円 計： 289，419，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 410円 � 150円 � 170円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，290円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 35，190円

票 数

単勝票数 計 168226 的中 � 5652（7番人気）
複勝票数 計 262672 的中 � 12327（6番人気）� 52225（2番人気）� 44009（3番人気）
枠連票数 計 97880 的中 （6－7） 10614（2番人気）
馬連票数 計 411591 的中 �� 7948（14番人気）
馬単票数 計 231068 的中 �� 1746（33番人気）
ワイド票数 計 264960 的中 �� 5022（16番人気）�� 4903（17番人気）�� 24664（1番人気）
3連複票数 計 629570 的中 ��� 11150（13番人気）
3連単票数 計 828228 的中 ��� 1706（104番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．3―13．0―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．8―48．8―1：01．7―1：14．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F38．3
3 5，13（3，16）（4，11）（15，7）14（6，8）10，9－（1，2）－12 4 5，13（3，16，11）（15，4）（7，14）6（9，8，10）（2，12）1

勝馬の
紹 介

ニホンピロボーラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2015．7．26 中京12着

2013．4．11生 牡2鹿 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3207411月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時30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

510 タイセイブルグ 牡2芦 55 川田 将雅田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B464＋ 41：54．9 1．5�
12 トウショウジャイロ 牡2黒鹿55 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋101：55．53� 4．5�
59 ミラクルユニバンス 牡2栗 55 和田 竜二亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 448＋ 81：55．71� 284．2�
612 ドリームフォー 牡2芦 55 小牧 太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 496± 0 〃 クビ 6．6�
816 カレンコマンドール 牡2鹿 55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 458± 01：55．91� 104．8	
714 ジャーマンアイリス 牝2芦 54 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454－ 81：56．43 51．2

11 ヤマニンエスペロス 牡2鹿 55 松山 弘平土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 504－ 21：56．61� 33．7�
35 ボーントゥウインズ 牡2黒鹿55 川須 栄彦鈴木 昭和氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 494± 01：56．81 133．2�
48 ミスターファルク 牡2栗 55

52 ▲加藤 祥太小菅 定雄氏 森 秀行 浦河 高松牧場 496＋ 81：56．9� 304．8
611 コンフィアンサ 牡2青鹿55 浜中 俊吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－121：57．53� 21．5�
24 ブリーズスズカ 牡2青鹿55 熊沢 重文永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458± 0 〃 ハナ 84．4�
36 キーナンバー 牡2栗 55

52 ▲�島 克駿北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 500＋ 41：57．6� 12．8�
47 タケノヒゴノオー 牡2黒鹿 55

54 ☆松若 風馬竹原 孝昭氏 作田 誠二 新ひだか 山田牧場 500＋ 21：57．7� 193．7�
815 ウインウェルス 牡2栗 55 国分 恭介�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 506＋ 41：57．8� 255．8�
713 ジェイシックス 牡2芦 55 柴田 未崎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 494－101：58．54 67．3�
23 メイクサムノイズ 牡2鹿 55 太宰 啓介小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 小倉 光博 478＋162：00．6大差 74．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，266，200円 複勝： 79，919，900円 枠連： 13，538，200円
馬連： 51，177，100円 馬単： 34，433，500円 ワイド： 29，980，600円
3連複： 75，416，400円 3連単： 131，373，500円 計： 441，105，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 2，380円 枠 連（1－5） 300円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 250円 �� 4，120円 �� 11，140円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 34，900円

票 数

単勝票数 計 252662 的中 � 128124（1番人気）
複勝票数 計 799199 的中 � 599395（1番人気）� 42680（3番人気）� 1797（14番人気）
枠連票数 計 135382 的中 （1－5） 34342（2番人気）
馬連票数 計 511771 的中 �� 104319（2番人気）
馬単票数 計 344335 的中 �� 41469（2番人気）
ワイド票数 計 299806 的中 �� 38733（2番人気）�� 1652（31番人気）�� 604（54番人気）
3連複票数 計 754164 的中 ��� 3489（38番人気）
3連単票数 計1313735 的中 ��� 2729（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．4―50．8―1：03．9―1：16．6―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
16，10（6，11）（2，12）14，7（4，8）13－（9，15）1，5－3
16（10，12）（11，5）（6，2）13，14（7，15）（4，8，9）1－3

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

勝馬の
紹 介

タイセイブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Silver Charm デビュー 2015．6．13 阪神8着

2013．4．12生 牡2芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔発走状況〕 メイクサムノイズ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 メイクサムノイズ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイクサムノイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月23日まで平地

競走に出走できない。
※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 シゲルカンパチ号・シゲルシーラカンス号

第５回 京都競馬 第７日



3207511月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時00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
1：20．5
1：20．3

良
良

47 ローザルージュ 牝2黒鹿 54
53 ☆松若 風馬村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 476－ 81：22．2 3．7�

818 サ ル ド ナ 牝2栗 54 A．アッゼニ 寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 7．0�
（英）

510 エイシンミント 牝2鹿 54 A．シュタルケ�栄進堂 今野 貞一 新ひだか 築紫 洋 426－101：22．3クビ 8．7�
（独）

611 ハトマークレディ 牝2鹿 54 幸 英明山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 400－ 21：22．51� 250．2�
816 チョウキタイ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 434－ 4 〃 ハナ 37．9�
612 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 424－ 41：22．71� 21．5	
817 ベルフラワー 牝2青鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 41：22．8� 15．7

23 シャルメーヌ 牝2鹿 54

51 ▲�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 クビ 6．7�
36 メイショウシッポウ 牝2黒鹿54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 432－ 61：22．9クビ 78．3�
48 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 476＋ 81：23．0� 176．3
59 アッフェルリズム 牝2黒鹿54 佐藤 友則山科 統氏 西村 真幸 浦河 バンダム牧場 432－ 41：23．21� 27．9�

（笠松）

715 エレンミーレ 牝2栗 54 川田 将雅�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 450＋ 61：23．3� 3．9�
24 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 426＋ 2 〃 ハナ 19．9�
35 メイショウエニシ 牝2黒鹿54 小林 徹弥松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 422＋ 21：23．61� 79．6�
713 ブルベアシャーク 牝2黒鹿54 酒井 学 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 422－ 41：23．7� 60．9�
11 オーネットハッピー 牝2鹿 54 浜中 俊醍醐 伸之氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 476＋121：24．12� 24．6�
714 アカネバローロ 牝2鹿 54 菱田 裕二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 476± 01：24．2� 122．2�

（17頭）
12 ラ ン ス タ ン 牝2鹿 54 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 458－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，589，200円 複勝： 36，314，200円 枠連： 16，292，000円
馬連： 40，463，900円 馬単： 19，490，800円 ワイド： 24，937，400円
3連複： 47，748，600円 3連単： 52，469，100円 計： 261，305，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 240円 � 220円 枠 連（4－8） 1，250円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 680円 �� 710円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 22，420円

票 数

単勝票数 差引計 235892（返還計 39711） 的中 � 50980（1番人気）
複勝票数 差引計 363142（返還計 66995） 的中 � 68733（1番人気）� 34956（5番人気）� 39656（4番人気）
枠連票数 差引計 162920（返還計 1563） 的中 （4－8） 10059（6番人気）
馬連票数 差引計 404639（返還計178533） 的中 �� 21655（4番人気）
馬単票数 差引計 194908（返還計 87622） 的中 �� 7141（3番人気）
ワイド票数 差引計 249374（返還計110626） 的中 �� 9541（5番人気）�� 8980（7番人気）�� 7841（8番人気）
3連複票数 差引計 477486（返還計364999） 的中 ��� 9324（8番人気）
3連単票数 差引計 524691（返還計422358） 的中 ��� 1696（48番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．8―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．3―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローザルージュ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．8．23 小倉3着

2013．4．7生 牝2黒鹿 母 ダイワサンルージュ 母母 サンルージュ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走除外〕 ランスタン号は，枠入り不良。発走地点で放馬。疾病〔左前腕部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻10分遅延。
〔制裁〕 シャルメーヌ号の騎手�島克駿は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：5

番）
コパデグレース号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）

〔調教再審査〕 ランスタン号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 1頭 リョーシンヒナタ号
※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。

3207611月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時30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

33 ダノンサンシャイン 牡2栗 55 C．ルメール�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋162：01．7 2．7�
67 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 444－102：01．8� 31．3�
11 エックスマス 牡2鹿 55 浜中 俊小田 吉男氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：01．9� 1．9�
812 ヤマニンシルフ 牡2栗 55 松山 弘平土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 430－ 2 〃 クビ 5．5�
68 ジャングルベリー 牝2鹿 54 A．シュタルケ 吉田 照哉氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 442－ 22：02．11	 91．9�

（独）

55 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± 02：02．2� 333．5	
22 ア グ ネ ッ タ 牝2鹿 54 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 462－ 4 〃 ハナ 10．7

44 フォーラウェイ 牡2鹿 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452－102：02．52 44．8�
56 サウンドスタジオ 牡2鹿 55 幸 英明増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 484－ 22：02．71 179．8
811 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 460－ 42：03．65 65．2�
79 ブラックライト 牡2鹿 55 柿原 翔三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 浦河土肥牧場 498－ 22：04．02� 242．2�

（愛知）

710 ミヤビキラリ 牝2鹿 54
51 ▲加藤 祥太村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 高橋 修 458－ 22：04．42� 127．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，432，200円 複勝： 66，476，100円 枠連： 12，734，700円
馬連： 48，544，700円 馬単： 38，966，400円 ワイド： 28，643，800円
3連複： 75，723，500円 3連単： 180，119，600円 計： 478，641，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 320円 � 110円 枠 連（3－6） 3，860円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 160円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 15，950円

票 数

単勝票数 計 274322 的中 � 80459（2番人気）
複勝票数 計 664761 的中 � 83603（2番人気）� 13510（5番人気）� 444121（1番人気）
枠連票数 計 127347 的中 （3－6） 2554（9番人気）
馬連票数 計 485447 的中 �� 8927（9番人気）
馬単票数 計 389664 的中 �� 4524（16番人気）
ワイド票数 計 286438 的中 �� 5503（11番人気）�� 60133（1番人気）�� 9091（7番人気）
3連複票数 計 757235 的中 ��� 28762（5番人気）
3連単票数 計1801196 的中 ��� 8183（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．1―49．1―1：01．3―1：13．9―1：26．2―1：38．1―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンサンシャイン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．23 札幌2着

2013．2．24生 牡2栗 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
〔制裁〕 アグネッタ号の騎手池添謙一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・4番・9番）
※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。



3207711月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20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

48 ウォーターピオニー 牝2鹿 54
53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 446 ―1：22．6 3．8�

59 タマモブレスレット 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 438 ―1：22．92 19．4�
715 サクレディーヴァ 牝2芦 54 秋山真一郎 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 クビ 6．1�
816 タマモペンライト 牝2鹿 54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446 ―1：23．22 28．2�
510 ナムラリボン 牝2鹿 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 438 ― 〃 アタマ 34．8�
713 エイシンミレレ 牝2黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 三嶋牧場 432 ―1：23．3クビ 8．0	
36 ア ル ビ オ ン 牝2芦 54 佐藤 友則
野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 422 ― 〃 クビ 53．5�

（アドヴェンチャラス） （笠松）

47 ジョイフルデイズ 牝2鹿 54 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 池添 学 平取 坂東牧場 424 ― 〃 アタマ 6．7�
（独）

612 ブラボーウォーム 牝2芦 54
53 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 484 ―1：23．51� 7．3

24 マーシフルレイン 牝2栗 54 A．アッゼニ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 ハナ 7．6�
（英）

23 トーコージュエリー 牝2芦 54
51 ▲加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 428 ― 〃 ハナ 93．9�

11 ハニーブーケ 牝2鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 448 ―1：23．6� 116．3�
714 ド ゥ ラ セ ア 牝2黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―1：23．7クビ 80．2�
12 ニホンピロアスター 牝2黒鹿54 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 456 ― 〃 アタマ 37．7�
35 スティルウォーター 牝2黒鹿54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 402 ―1：23．91� 25．4�
818 ヌ ン ダ ー ウ 牝2鹿 54 菱田 裕二ヌンクラブ� 谷 潔 新冠 赤石 久夫 466 ―1：24．32� 177．6�
611 エイシンピクシー 牝2栗 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 432 ―1：24．4� 37．8�
817 ホ ー ク ア イ 牝2芦 54 四位 洋文深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 西村 和夫 428 ―1：24．6� 44．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，578，900円 複勝： 30，887，900円 枠連： 18，829，900円
馬連： 49，907，300円 馬単： 24，266，100円 ワイド： 28，134，800円
3連複： 66，004，400円 3連単： 76，587，700円 計： 317，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 580円 � 210円 枠 連（4－5） 1，670円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 410円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 39，680円

票 数

単勝票数 計 225789 的中 � 47097（1番人気）
複勝票数 計 308879 的中 � 59444（1番人気）� 10462（7番人気）� 40502（2番人気）
枠連票数 計 188299 的中 （4－5） 8695（7番人気）
馬連票数 計 499073 的中 �� 9934（15番人気）
馬単票数 計 242661 的中 �� 3053（25番人気）
ワイド票数 計 281348 的中 �� 4362（16番人気）�� 19317（1番人気）�� 3133（20番人気）
3連複票数 計 660044 的中 ��� 7568（18番人気）
3連単票数 計 765877 的中 ��� 1399（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．7―58．7―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターピオニー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2013．4．6生 牝2鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウォーターピオニー号の騎手岩崎翼は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・6番・5番）

ウォーターピオニー号の騎手岩崎翼は，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。
ハニーブーケ号の騎手川島信二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・5

番・17番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クールオチョウ号・サウンドガリア号・サダムノンノ号・スケアード号・ブランカ号
※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。

3207811月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50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
1：11．0
1：10．2

重
不良

22 コウエイエンブレム 牡2栗 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 510 ―1：14．0 3．5�
67 タイキラメール 牡2栗 55 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470 ―1：14．74 3．6�
812� クワッドアーチ 牡2鹿 55 A．アッゼニ �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 532 ―1：15．12� 5．0�
（英）

55 イナフイズイナフ 牡2鹿 55
52 ▲	島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 520 ― 〃 クビ 27．5�

710 メモリーマニフィカ 牝2黒鹿 54
51 ▲加藤 祥太�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 506 ―1：15．2クビ 22．8	

44 レイクテカポ 牡2鹿 55 小牧 太幅田 京子氏 庄野 靖志 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：15．41 28．3

11 タガノバレリーナ 牝2鹿 54 酒井 学八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508 ―1：16．03� 9．7�
33 エイシンヴィーヴォ 牝2栗 54 川島 信二�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 城地 清満 454 ― 〃 ハナ 14．8�
811 トルネードトウホウ 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 新冠 松本 信行 442 ―1：16．32 240．1
68 ガ ロ ン ヌ 牡2鹿 55 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 490 ―1：16．51
 46．9�
79 ジ オ ビ ー ト 牡2黒鹿55 佐藤 友則小関 勝紀氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 494 ―1：17．03 56．9�

（笠松）

56 ジ ュ イ ー ル 牡2栗 55
54 ☆松若 風馬前田 幸治氏 角田 晃一 日高 山際 辰夫 510 ―1：17．32 5．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，182，500円 複勝： 29，358，600円 枠連： 11，751，900円
馬連： 50，663，800円 馬単： 29，389，600円 ワイド： 26，543，500円
3連複： 64，806，100円 3連単： 99，546，900円 計： 337，242，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連（2－6） 710円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 330円 �� 400円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 計 251825 的中 � 56632（1番人気）
複勝票数 計 293586 的中 � 50970（2番人気）� 56460（1番人気）� 45620（3番人気）
枠連票数 計 117519 的中 （2－6） 12823（2番人気）
馬連票数 計 506638 的中 �� 47265（1番人気）
馬単票数 計 293896 的中 �� 13430（3番人気）
ワイド票数 計 265435 的中 �� 21230（2番人気）�� 16452（4番人気）�� 19191（3番人気）
3連複票数 計 648061 的中 ��� 36840（2番人気）
3連単票数 計 995469 的中 ��� 9791（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―12．6―13．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―36．0―48．6―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイエンブレム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Forty Niner 初出走

2013．4．17生 牡2栗 母 ニシノシンデレラ 母母 Le l’Argent 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 イナフイズイナフ号は，枠入り不良。
※出走取消馬 スーセントマリー号（疾病〔頭頂部裂創〕のため）
※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。



3207911月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

611 アグネスエーデル 牡3鹿 56
53 ▲�島 克駿渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 526＋ 51：24．6 16．1�

47 	 ノーザンバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.
Upham 486＋ 21：24．91
 3．1�

714 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474± 01：25．0
 14．9�
816 ミトノゴールド 牡3栗 56 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 アタマ 21．9�
510 オメガタックスマン 牡3鹿 56 A．アッゼニ 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B468＋10 〃 ハナ 9．5�

（英）

612 マルカメテオ 牡3栗 56
55 ☆松若 風馬日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 ハナ 10．8�

24 	 エーシンサファイア 牝5鹿 55 川田 将雅	栄進堂 野中 賢二 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC 502＋ 81：25．1クビ 7．2


12 � メイショウハクラク 牡4栗 57
54 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 496－ 81：25．31 17．0�

713 クリノダイコクテン 牡4栃栗57 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 478＋ 81：25．51 51．7�
48 ゴールデンアタック 牡7栗 57 幸 英明	協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 486＋161：25．6
 75．3
11 コンクエストシチー 牡3栗 56 和田 竜二 	友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 470＋ 6 〃 クビ 140．8�
59 ペプチドアルマ 牡3黒鹿56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 456＋ 61：25．7クビ 3．5�
23 � チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 476－ 61：26．23 162．0�
36 メイショウハイネス 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488＋ 71：26．51
 397．0�
815 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 56 武 幸四郎	キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 482＋121：26．6 29．9�
35 カシノヒカル 牡4鹿 57 酒井 学柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 478± 01：26．7 392．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，482，600円 複勝： 51，039，900円 枠連： 22，699，500円
馬連： 85，917，500円 馬単： 43，121，900円 ワイド： 51，161，100円
3連複： 119，620，900円 3連単： 158，023，800円 計： 567，067，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 530円 � 190円 � 320円 枠 連（4－6） 1，090円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 2，690円 �� 750円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 50，600円

票 数

単勝票数 計 354826 的中 � 17570（7番人気）
複勝票数 計 510399 的中 � 21196（9番人気）� 86934（2番人気）� 39317（5番人気）
枠連票数 計 226995 的中 （4－6） 16019（3番人気）
馬連票数 計 859175 的中 �� 21872（10番人気）
馬単票数 計 431219 的中 �� 4381（25番人気）
ワイド票数 計 511611 的中 �� 11131（12番人気）�� 4705（33番人気）�� 18276（7番人気）
3連複票数 計1196209 的中 ��� 10085（31番人気）
3連単票数 計1580238 的中 ��� 2264（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―35．4―47．7―1：00．0―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスエーデル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．2．1 京都2着

2012．3．28生 牡3鹿 母 アグネスシルキー 母母 アグネスヒロイン 3戦1勝 賞金 9，900，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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） 6頭 エンドレスシャイン号・カフジオリオン号・スリーヴェスタ号・ミキノグランプリ号・ライブリヘイロー号・

レッドリーガル号
（非抽選馬） 1頭 イチザラブ号
※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。

3208011月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第8競走 ��1，900�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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

612 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 424＋ 22：00．3 38．3�
59 コンセギール 牡3黒鹿55 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋22 〃 ハナ 16．3�
815 アドマイヤスター 牡3青鹿55 A．シュタルケ 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：00．4� 10．9�

（独）

47 � ダイシンロイ 牡4黒鹿57 幸 英明大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 2 〃 アタマ 81．1�

611 ゴットロブロイ 牡4栗 57 竹之下智昭後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 526＋ 82：00．5クビ 26．3�
48 キングカヌヌ 牡3芦 55 C．ルメール 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500－ 22：00．71� 4．4

510 オペラハット 牡4鹿 57 浜中 俊小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 460＋ 62：01．01� 8．4�
11 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 470－ 2 〃 クビ 8．0�
23 メリーモナーク 牡3鹿 55

54 ☆松若 風馬 	キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 ハナ 10．7
36 インテグラード 牡4青鹿57 H．ボウマン 	リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490＋122：01．31� 15．5�

（豪）

713 ケイエスミラージュ 牡3鹿 55 松田 大作キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 B486－ 4 〃 クビ 76．7�
12 デンコウインパルス 牡3鹿 55 北村 友一田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 486＋ 22：01．51	 80．2�
35 � ジャズコンボ 牡4栗 57 佐藤 友則礒川 正明氏 西村 真幸 新冠 平山牧場 458＋ 2 〃 アタマ 184．4�

（笠松）

714� ロードジェネラル 牡5黒鹿 57
54 ▲
島 克駿 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 508＋152：02．13� 124．6�

24 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498＋ 62：02．2� 106．4�

816 デヴァスタシオン 牡3栃栗55 川田 将雅一村 哲也氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 510＋122：02．62� 2．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，303，000円 複勝： 50，498，700円 枠連： 24，670，500円
馬連： 83，989，500円 馬単： 41，246，400円 ワイド： 45，955，700円
3連複： 113，982，100円 3連単： 149，170，100円 計： 541，816，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 700円 � 530円 � 380円 枠 連（5－6） 4，010円

馬 連 �� 27，670円 馬 単 �� 64，440円

ワ イ ド �� 6，270円 �� 4，280円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 64，760円 3 連 単 ��� 522，450円

票 数

単勝票数 計 323030 的中 � 6740（10番人気）
複勝票数 計 504987 的中 � 18257（9番人気）� 24699（8番人気）� 37402（5番人気）
枠連票数 計 246705 的中 （5－6） 4765（14番人気）
馬連票数 計 839895 的中 �� 2352（57番人気）
馬単票数 計 412464 的中 �� 480（125番人気）
ワイド票数 計 459557 的中 �� 1874（53番人気）�� 2757（43番人気）�� 5545（24番人気）
3連複票数 計1139821 的中 ��� 1320（158番人気）
3連単票数 計1491701 的中 ��� 207（1086番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．0―42．9―55．7―1：08．6―1：21．1―1：34．1―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストセラーアスク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．3 京都12着

2011．3．8生 牝4鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 11戦2勝 賞金 15，600，000円
※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。



3208111月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第9競走 ��
��1，400�

し ゅ う め い ぎ く

秋 明 菊 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

11 アットザシーサイド 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 438－101：22．6 1．7�
22 ウインオスカー 牡2鹿 55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 490＋221：22．92 12．1�
67 � 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

466－ 81：23．11 10．9�
（独）

44 レ イ リ オ ン 牝2鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 420－ 8 〃 ハナ 5．2�
79 エスペランサリュウ 牡2鹿 55 幸 英明江上 幸	氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 460± 0 〃 クビ 20．8

811 ビナイーグル 牡2鹿 55 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 496＋ 21：23．2� 4．6�
710 マダムクレアシオン 牝2鹿 54 A．アッゼニ�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450＋ 21：23．94 51．9�

（英）

68 オウケンダイヤ 牝2黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 384－ 81：24．11� 210．3
33 ゼットフーリ 牝2鹿 54 四位 洋文�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460± 0 〃 クビ 32．8�
812 ゼンノハーデース 牡2黒鹿55 松若 風馬大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 452－121：25．27 147．8�
55 	 リードクィーン 牝2黒鹿54 柿原 翔谷 謙介氏 坂口 義幸 日高 小西ファーム 438－121：26．05 319．1�

（愛知） （愛知）

56 	 ロンリーウーマン 牝2鹿 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 新ひだか 千代田牧場 518－101：27．27 372．6�
（笠松） （笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，324，700円 複勝： 50，832，100円 枠連： 19，826，300円
馬連： 96，278，000円 馬単： 65，607，500円 ワイド： 43，896，600円
3連複： 115，093，300円 3連単： 270，671，800円 計： 707，530，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 260円 � 190円 枠 連（1－2） 1，080円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 453247 的中 � 201625（1番人気）
複勝票数 計 508321 的中 � 187572（1番人気）� 32802（5番人気）� 56151（4番人気）
枠連票数 計 198263 的中 （1－2） 14181（5番人気）
馬連票数 計 962780 的中 �� 58657（4番人気）
馬単票数 計 656075 的中 �� 29630（6番人気）
ワイド票数 計 438966 的中 �� 23036（6番人気）�� 38786（3番人気）�� 7126（17番人気）
3連複票数 計1150933 的中 ��� 33704（11番人気）
3連単票数 計2706718 的中 ��� 23306（27番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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 デビュー 2015．10．25 京都1着

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 2戦2勝 賞金 17，266，000円
〔制裁〕 レイリオン号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロンリーウーマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月23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または施行団体名を表示している。

3208211月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第10競走 ��
��1，800�

は な せ

花 背 特 別
発走15時10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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

23 コパノチャーリー 牡3栗 55 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 81：51．7 16．2�
59 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿53 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444± 01：51．91 19．8�
612 ジューンロディ 牡3鹿 55 川田 将雅吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 496－ 2 〃 クビ 3．9�
510 ヒラボククラウン 牡3栗 55 H．ボウマン �平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 478＋ 21：52．0� 99．0�

（豪）

611 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 520＋ 6 〃 アタマ 3．7�
12 エアカミュゼ 牡4黒鹿57 C．ルメール �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：52．53 6．1	
24 スズカルパン 牡6鹿 57 A．アッゼニ 永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 460＋ 8 〃 ハナ 19．9


（英）

11 	 エルフショット 
5青鹿57 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462－ 8 〃 アタマ 291．0�

714 クールエイジア 牡3鹿 55 A．シュタルケ�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 456－ 21：52．71� 45．5�
（独）

816 ゴ ダ ー ル 牡5黒鹿57 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B492－ 2 〃 クビ 183．5

815 ヨヨギマック 牡4栗 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 496－ 41：52．8クビ 15．5�
35 	 メジャーシップ 牡4鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 498－ 4 〃 アタマ 41．0�
48 トウケイウイン 牡5黒鹿57 太宰 啓介木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 454－ 21：53．01� 20．6�
36 タ イ ユ ー ル 牡3芦 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 500± 0 〃 クビ 8．9�
47 タガノプリンス 牡7鹿 57 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 470＋ 21：53．21� 112．6�
713 レッドルーラー 牡5鹿 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－ 21：53．83� 9．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，121，900円 複勝： 78，837，700円 枠連： 45，046，500円
馬連： 167，445，800円 馬単： 69，546，200円 ワイド： 77，535，400円
3連複： 220，317，100円 3連単： 300，258，300円 計： 1，010，108，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 500円 � 620円 � 190円 枠 連（2－5） 6，440円

馬 連 �� 16，840円 馬 単 �� 30，060円

ワ イ ド �� 5，000円 �� 1，950円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 22，050円 3 連 単 ��� 212，170円

票 数

単勝票数 計 511219 的中 � 25136（7番人気）
複勝票数 計 788377 的中 � 36648（9番人気）� 28406（10番人気）� 140061（2番人気）
枠連票数 計 450465 的中 （2－5） 5414（24番人気）
馬連票数 計1674458 的中 �� 7705（50番人気）
馬単票数 計 695462 的中 �� 1735（98番人気）
ワイド票数 計 775354 的中 �� 3917（54番人気）�� 10262（25番人気）�� 13614（21番人気）
3連複票数 計2203171 的中 ��� 7493（83番人気）
3連単票数 計3002583 的中 ��� 1026（682番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―24．0―37．0―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノチャーリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．12．6 中山5着

2012．3．2生 牡3栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 16戦3勝 賞金 52，851，000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。

１レース目 ３レース目



3208311月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第11競走 ��
��2，000�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，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 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
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ハピネスダンサー 牝4鹿 53 小牧 太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：01．8 5．2�
78 アングライフェン 牡3鹿 54 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 468＋ 82：02．01 3．6�
77 ショウナンバーキン 牝5青 52 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472－ 22：02．32 19．1�
22 サングレアル 牝4青鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 422－102：02．4� 11．8�
89 アンドリエッテ 牝3鹿 53 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 450＋ 2 〃 クビ 2．1�
810 アドマイヤケルソ 牡7栗 55 H．ボウマン 近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496＋162：02．61� 28．6	

（豪）

44 � シャドウパーティー 	6鹿 56 浜中 俊飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud 494± 0 〃 ハナ 17．4


55 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484＋162：02．7� 101．9�
33 レイヌドネージュ 牝5鹿 53 秋山真一郎 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 488± 0 〃 ハナ 34．8�
66 
 ベリーフィールズ 牝7鹿 52 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 474－ 22：02．8クビ 22．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 107，619，200円 複勝： 105，563，200円 枠連： 40，985，100円 馬連： 276，676，800円 馬単： 155，179，300円
ワイド： 109，174，100円 3連複： 336，112，500円 3連単： 796，335，100円 5重勝： 477，968，100円 計： 2，405，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 160円 � 440円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，040円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 21，340円

5 重 勝
対象競走：京都9R／東京10R／京都10R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 4，521，310円

票 数

単勝票数 計1076192 的中 � 163018（3番人気）
複勝票数 計1055632 的中 � 149010（3番人気）� 204980（2番人気）� 48293（7番人気）
枠連票数 計 409851 的中 （1－7） 37265（3番人気）
馬連票数 計2766768 的中 �� 200754（3番人気）
馬単票数 計1551793 的中 �� 46365（9番人気）
ワイド票数 計1091741 的中 �� 75269（3番人気）�� 25716（14番人気）�� 26640（13番人気）
3連複票数 計3361125 的中 ��� 56372（18番人気）
3連単票数 計7963351 的中 ��� 27052（74番人気）
5重勝票数 計4779681 的中 ����� 74

ハロンタイム 12．9―12．8―13．2―12．5―12．2―12．8―12．2―11．2―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．7―38．9―51．4―1：03．6―1：16．4―1：28．6―1：39．8―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハピネスダンサー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．8．3 新潟3着

2011．1．26生 牝4鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 14戦5勝 賞金 76，934，000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。

3208411月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

713 グランカマラード 牡3栗 55 C．ルメール 田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518－ 62：13．9 2．7�
510 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 470－ 22：14．11	 21．8�
714 スズカステイボーイ 牡3鹿 55 H．ボウマン 永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B440± 02：14．2
 162．8�

（豪）

611 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 472± 0 〃 クビ 3．7�
612 インターンシップ 牡4鹿 57 A．アッゼニ 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 458－ 62：14．3クビ 15．1�

（英）

48 ハイプレッシャー 牡4黒鹿57 浜中 俊	ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 530＋ 62：14．4� 6．6


817 プリメラアスール 牝3黒鹿53 和田 竜二青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 488＋16 〃 ハナ 13．9�
715 レッドサバス 牡3黒鹿 55

52 ▲�島 克駿 	東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 466＋ 62：14．5クビ 41．0�
11 ドンアルフォンス 牡3黒鹿55 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 458－ 2 〃 ハナ 22．9
59  タガノグリズリー 牡4鹿 57 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B472＋ 22：14．71
 75．9�
24 ケルンダッシュ 牡3鹿 55 四位 洋文深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484＋ 62：14．8� 18．4�
36 マイネルフレスコ 牡4栗 57 A．シュタルケ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 490＋10 〃 クビ 80．1�

（独）

47 アプリコットベリー 牝3青鹿 53
52 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 390－ 22：15．0� 34．1�
35 フロリダパンサー 牡4青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B490＋18 〃 ハナ 24．8�
23 � アンシャックルド �5栗 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 田中 章博 愛 S. F. Blood-
stock LLC 476－102：15．32 59．3�

818 サマーローズ 牝3栗 53 太宰 啓介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 464＋14 〃 アタマ 47．3�
12 デンコウセキトバ 牡4黒鹿57 森 一馬田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 520＋ 42：15．4� 145．6�
816 エーティーロゼッタ 牝3鹿 53 池添 謙一荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 480＋ 42：15．71
 67．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 72，479，700円 複勝： 96，006，200円 枠連： 58，135，200円
馬連： 212，238，400円 馬単： 93，789，600円 ワイド： 107，375，700円
3連複： 288，070，000円 3連単： 435，079，600円 計： 1，363，174，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 410円 � 3，040円 枠 連（5－7） 1，970円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 8，920円 �� 25，820円

3 連 複 ��� 129，830円 3 連 単 ��� 367，200円

票 数

単勝票数 計 724797 的中 � 211166（1番人気）
複勝票数 計 960062 的中 � 217043（1番人気）� 54910（5番人気）� 6126（17番人気）
枠連票数 計 581352 的中 （5－7） 22840（6番人気）
馬連票数 計2122384 的中 �� 58167（5番人気）
馬単票数 計 937896 的中 �� 17032（8番人気）
ワイド票数 計1073757 的中 �� 25276（6番人気）�� 3049（76番人気）�� 1048（131番人気）
3連複票数 計2880700 的中 ��� 1664（289番人気）
3連単票数 計4350796 的中 ��� 859（938番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．3―36．3―48．1―1：00．4―1：13．1―1：25．9―1：38．8―1：50．7―2：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランカマラード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー 2014．6．22 阪神1着

2012．2．7生 牡3栗 母 フ ォ ー ン ト 母母 Salt Spring 9戦2勝 賞金 35，195，000円
〔発走状況〕 フロリダパンサー号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 フロリダパンサー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤロワ号・スズカビスタ号・ダブルイーグル号・モナルカ号
※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。

５レース目



（27京都5）第7日 11月23日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

189，970，000円
2，080，000円
12，230，000円
1，240，000円
16，950，000円
71，043，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
485，202，700円
702，001，700円
294，297，800円
1，204，461，900円
638，144，100円
599，834，700円
1，585，851，900円
2，732，458，300円
477，968，100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 8，720，221，200円

総入場人員 19，389名 （有料入場人員 18，162名）
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