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2804910月16日 晴 良 （28京都4）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）

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
1：23．6
1：23．1

重
重

810 マルカソレイユ 牝2栗 54 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 458＋ 21：24．5 4．6�
44 スーサンゴー 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450＋ 21：25．67 19．5�
67 カワキタエビデンス 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 422－ 41：25．81� 11．1�
811 ノ リ ミ 牝2鹿 54 松若 風馬仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 21：26．12 48．4�
33 ショウサンルヴィア 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 442－ 41：26．2� 9．8�
66 クルークハイト 牝2芦 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 450± 01：26．51� 11．3	
11 スマートニンバス 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 神垣 道弘 460＋ 41：26．71� 2．4

78 ラガーユミリン 牝2鹿 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 446－ 21：26．91 21．0�
79 ラモントルドール 牝2青鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 480＋ 41：27．64 4．7�
22 リージェンツパーク 牝2黒鹿54 国分 優作 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 杵臼牧場 440± 01：28．02� 66．1�
55 ベルエスメラルダ 牝2黒鹿54 酒井 学内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 434－ 21：28．1� 120．0�
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売 得 金
単勝： 22，510，500円 複勝： 36，863，600円 枠連： 10，883，400円
馬連： 45，301，500円 馬単： 27，527，600円 ワイド： 28，632，700円
3連複： 68，183，900円 3連単： 102，857，500円 計： 342，760，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 240円 � 600円 � 360円 枠 連（4－8） 4，250円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 990円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 14，170円 3 連 単 ��� 61，830円

票 数

単勝票数 計 225105 的中 � 38479（2番人気）
複勝票数 計 368636 的中 � 46533（3番人気）� 14351（7番人気）� 26683（6番人気）
枠連票数 計 108834 的中 （4－8） 1984（14番人気）
馬連票数 計 453015 的中 �� 6979（19番人気）
馬単票数 計 275276 的中 �� 2703（30番人気）
ワイド票数 計 286327 的中 �� 4419（20番人気）�� 7616（11番人気）�� 3405（23番人気）
3連複票数 計 681839 的中 ��� 3608（41番人気）
3連単票数 計1028575 的中 ��� 1206（193番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―12．0―12．3―12．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．6―34．6―46．9―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカソレイユ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Starborough デビュー 2016．7．3 中京8着

2014．2．17生 牝2栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina 3戦1勝 賞金 6，300，000円

2805010月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第2競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

33 リリーメーカー 牝2鹿 54 松若 風馬阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 490＋ 41：12．7 4．7�
812 グランドガール 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464＋ 41：12．8� 4．4�
68 エイドローン 牝2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 480－ 8 〃 ハナ 3．1�
22 ラニカイシチー 牡2鹿 55 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 470－ 61：13．01� 42．5�
57 イサチルオリョウ 牝2黒鹿54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474± 01：13．1クビ 14．0�
813 メイショウオクヒダ 牡2鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462± 01：13．31� 15．2	
56 クリノアスカ 牝2青鹿 54

51 ▲荻野 極栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 鎌田 正嗣 436± 01：13．72� 90．1

710 キンシノスパーク 牡2栗 55 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 480＋ 21：14．12� 17．8�
69 クラリティダイヤ 牝2鹿 54 小牧 太杉山 忠国氏 西村 真幸 新冠 パカパカ

ファーム 430－161：14．84 54．4�
44 メタルソース 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 456＋ 61：14．9� 22．3
45 ブルブルブル 牡2鹿 55 酒井 学�LS.M 天間 昭一 新ひだか 水丸牧場 476－ 21：15．64 85．5�
711 スマートダフネ 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 444－ 21：15．81� 5．2�
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11 アイファーフドオー 牡2鹿 55 藤岡 康太中島 稔氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，132，900円 複勝： 28，109，700円 枠連： 10，972，200円
馬連： 42，897，900円 馬単： 23，960，200円 ワイド： 25，392，900円
3連複： 60，705，800円 3連単： 80，511，800円 計： 292，683，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 140円 � 130円 枠 連（3－8） 850円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 360円 �� 340円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 7，200円

票 数

単勝票数 計 201329 的中 � 34115（3番人気）
複勝票数 計 281097 的中 � 52825（2番人気）� 47113（3番人気）� 57744（1番人気）
枠連票数 計 109722 的中 （3－8） 9979（5番人気）
馬連票数 計 428979 的中 �� 30823（5番人気）
馬単票数 計 239602 的中 �� 7884（10番人気）
ワイド票数 計 253929 的中 �� 17570（5番人気）�� 19207（3番人気）�� 21840（1番人気）
3連複票数 計 607058 的中 ��� 41377（1番人気）
3連単票数 計 805118 的中 ��� 8107（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．2―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．6―46．8―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．1
3 ・（3，4，13）12，11－（6，8）－2（10，5）－7－9 4 ・（3，13）（4，12）8，11，6，2（10，5，7）－9

勝馬の
紹 介

リリーメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．9．24 阪神4着

2014．4．17生 牝2鹿 母 ハナイチリン 母母 リンデンリリー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 アイファーフドオー号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。

第４回 京都競馬 第５日



2805110月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時00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

78 ハ ム レ ッ ト 牡2鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 414＋ 41：33．8 2．6�
11 ハッピーマテリアル 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 61：34．12 17．9�
77 ナイトバナレット 牡2芦 55 M．デムーロ �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：34．63 2．8�
55 タガノヴァン 牡2黒鹿55 藤岡 康太八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：34．81� 4．4�
66 ダノンキラメキ 牝2黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 450± 01：34．9クビ 92．4	
33 サンライズキリシマ 牡2栗 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 門別牧場 426＋ 2 〃 ハナ 77．5

89 エジステンツァ 牡2鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 41：35．11� 28．7�
44 アラノイケアリイ 牡2栗 55 C．ルメール 守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 450－101：35．41	 10．6�
22 ブルベアパンサー 牡2栗 55 幸 英明 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 452－ 4 〃 クビ 53．6
810 ナムラマリア 牝2栗 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 392± 01：38．1大差 14．3�
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売 得 金
単勝： 27，687，800円 複勝： 36，717，400円 枠連： 12，382，400円
馬連： 55，286，000円 馬単： 30，903，400円 ワイド： 31，168，000円
3連複： 69，235，300円 3連単： 121，492，900円 計： 384，873，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 240円 � 130円 枠 連（1－7） 1，200円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 570円 �� 190円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計 276878 的中 � 83101（1番人気）
複勝票数 計 367174 的中 � 97406（1番人気）� 25785（6番人気）� 81149（2番人気）
枠連票数 計 123824 的中 （1－7） 7941（5番人気）
馬連票数 計 552860 的中 �� 19744（9番人気）
馬単票数 計 309034 的中 �� 6998（13番人気）
ワイド票数 計 311680 的中 �� 12302（7番人気）�� 53672（1番人気）�� 8539（12番人気）
3連複票数 計 692353 的中 ��� 31868（4番人気）
3連単票数 計1214929 的中 ��� 7769（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．4―46．0―57．8―1：09．9―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 ・（2，10）（9，7）8（3，5）1（6，4） 4 2（9，10，7）8（3，1，5）（6，4）

勝馬の
紹 介

ハ ム レ ッ ト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京3着

2014．4．4生 牡2鹿 母 フサイチミニヨン 母母 バレークイーン 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラマリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月16日まで平地競走

に出走できない。

2805210月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時30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

66 トウケイライデン 牡2鹿 55 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 浩典 492 ―1：14．1 1．5�
11 ゼットガンバー 牡2栗 55 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 浦河 絵笛牧場 492 ―1：14．31� 4．8�
22 グレートコマンダー 牝2黒鹿54 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 468 ― 〃 クビ 7．3�
79 サンマルトビー 牡2黒鹿55 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 470 ―1：14．93� 56．0�
78 マルヨアマテル 牝2鹿 54 柴田 未崎野村 春行氏 梅田 智之 浦河 鈴木 武蔵 440 ― 〃 クビ 41．3�
55 メイショウイッポン 牡2鹿 55 藤岡 佑介松本 好雄氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 498 ―1：15．53� 23．4	
67 ハナズクリーム 牝2鹿 54 小牧 太中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 426 ―1：16．35 32．9

33 バージンファントム 牝2鹿 54 川島 信二泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 沖田 哲夫 446 ―1：17．25 64．0�
811 テイエムダンシャク 牡2鹿 55 高倉 稜竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 482 ―1：17．3� 21．7�
810 マイネルカロン 牡2黒鹿55 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 日高 タバタファーム 462 ―1：17．93� 12．1�
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44 テイエムアカツキ 牡2栗 55
52 ▲荻野 極竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 486 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，940，900円 複勝： 42，545，400円 枠連： 8，936，300円
馬連： 34，063，400円 馬単： 26，503，300円 ワイド： 20，112，400円
3連複： 38，192，400円 3連単： 79，914，500円 計： 271，208，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（1－6） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 210円 �� 310円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，010円

票 数

単勝票数 差引計 209409（返還計 5545） 的中 � 109068（1番人気）
複勝票数 差引計 425454（返還計 7507） 的中 � 300356（1番人気）� 33969（2番人気）� 25696（3番人気）
枠連票数 差引計 89363（返還計 9871） 的中 （1－6） 20339（1番人気）
馬連票数 差引計 340634（返還計 43902） 的中 �� 74738（1番人気）
馬単票数 差引計 265033（返還計 30541） 的中 �� 41945（1番人気）
ワイド票数 差引計 201124（返還計 23485） 的中 �� 40185（1番人気）�� 23277（2番人気）�� 13415（4番人気）
3連複票数 差引計 381924（返還計100666） 的中 ��� 67898（1番人気）
3連単票数 差引計 799145（返還計198438） 的中 ��� 57092（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．2―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．7―36．9―49．2―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイライデン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2014．3．31生 牡2鹿 母 シークレットアート 母母 クローズイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 テイエムアカツキ号は，馬場入場時に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 マルヨアマテル号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※マイネルカロン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2805310月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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
1：45．9
1：45．9

良
良

33 コロナシオン 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 456 ―1：50．0 1．8�
55 サトノシャーク 牡2鹿 55 M．デムーロ里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 524 ―1：50．21� 4．8�
810 オ ー ス タ ラ 牝2鹿 54 松岡 正海永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 448 ― 〃 クビ 91．1�
89 フィールドステイ 牡2鹿 55 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 500 ―1：50．41� 15．1�
44 レッドオルガ 牝2鹿 54 武 豊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 426 ―1：50．61� 2．8	
11 レ ラ ン パ ゴ 牡2黒鹿55 竹之下智昭名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 496 ―1：50．7� 39．2

22 クリノワシントン 牡2栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 432 ― 〃 アタマ 91．0�
77 メイショウカミシマ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 454 ―1：50．8� 78．1�
78 メイショウアッパレ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 480 ―1：51．43� 31．0
66 マイネルレイール 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 有限会社

松田牧場 448 ―1：51．61� 127．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，954，500円 複勝： 53，214，600円 枠連： 10，489，200円
馬連： 47，737，300円 馬単： 42，110，600円 ワイド： 27，793，700円
3連複： 61，533，400円 3連単： 162，083，400円 計： 442，916，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，220円 枠 連（3－5） 410円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，280円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 17，790円

票 数

単勝票数 計 379545 的中 � 160872（1番人気）
複勝票数 計 532146 的中 � 286078（1番人気）� 54113（3番人気）� 4355（8番人気）
枠連票数 計 104892 的中 （3－5） 19772（2番人気）
馬連票数 計 477373 的中 �� 77555（2番人気）
馬単票数 計 421106 的中 �� 47384（3番人気）
ワイド票数 計 277937 的中 �� 34067（2番人気）�� 2800（17番人気）�� 1832（23番人気）
3連複票数 計 615334 的中 ��� 6002（18番人気）
3連単票数 計1620834 的中 ��� 6605（48番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．4―12．8―13．0―12．2―11．3―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．3―50．1―1：03．1―1：15．3―1：26．6―1：38．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロナシオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2014．2．3生 牝2鹿 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※オースタラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2805410月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時50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

44 マッシヴランナー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 520＋ 41：53．3 3．3�
77 タマモアタック 牡4鹿 57 M．デムーロタマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474＋10 〃 クビ 1．9�
55 � ダイゴマサムネ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 504± 01：53．61� 35．9�
810 ク ロ ー ク ス 牡3栗 55 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－ 41：53．7� 31．9�
89 アナザーワールド 牝3鹿 53 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 448± 01：53．8クビ 6．9	
11 キングラディウス 牡3栗 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B466＋16 〃 クビ 9．5

22 スナークレッド 牡3鹿 55

52 ▲荻野 極杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 484＋ 21：54．01	 26．3�
78 クリノウィンザー 牡3鹿 55 川田 将雅栗本 博晴氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 542± 01：55．17 12．3�
33 バ ル ビ ー ナ 牝4鹿 55 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 512＋ 21：55．73� 62．3
66 セルリアンコスモ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 528＋101：55．8� 112．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，376，400円 複勝： 37，169，100円 枠連： 10，464，400円
馬連： 51，305，200円 馬単： 34，848，100円 ワイド： 29，302，400円
3連複： 67，962，400円 3連単： 141，271，400円 計： 399，699，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 110円 � 430円 枠 連（4－7） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，180円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 273764 的中 � 64915（2番人気）
複勝票数 計 371691 的中 � 66177（2番人気）� 140306（1番人気）� 11654（7番人気）
枠連票数 計 104644 的中 （4－7） 27059（1番人気）
馬連票数 計 513052 的中 �� 131026（1番人気）
馬単票数 計 348481 的中 �� 36738（2番人気）
ワイド票数 計 293024 的中 �� 56469（1番人気）�� 5219（14番人気）�� 7183（11番人気）
3連複票数 計 679624 的中 ��� 27412（5番人気）
3連単票数 計1412714 的中 ��� 14005（24番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．3―13．0―12．8―12．7―12．4―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．0―51．0―1：03．8―1：16．5―1：28．9―1：40．8

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

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

勝馬の
紹 介

マッシヴランナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．2．8 小倉4着

2012．3．13生 牡4黒鹿 母 バクシンヒロイン 母母 カズサヒロイン 22戦3勝 賞金 38，900，000円



2805510月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （芝・右・外）
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
1：31．4
1：30．7

良
良

11 テ ラ ノ ヴ ァ 牝3芦 53 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 474＋ 41：32．2 2．6�
22 フォールインラブ 牝3黒鹿53 古川 吉洋�田 昌久氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 446－ 81：32．41� 19．1�
55 ブランドベルグ 牡4青鹿57 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 488＋10 〃 クビ 4．4�
811 ナムラアッパー 牡5鹿 57 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 428＋ 41：32．61� 33．0	
33 バ ン ザ イ 牡7栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 6 〃 クビ 17．0

44 カープストリーマー 牡3栗 55 M．デムーロ �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 ハナ 7．0�
68 アドマイヤスカイ 牡4青鹿57 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448－ 21：32．7クビ 123．0�
67 ラ ル ク 牝3鹿 53 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448＋10 〃 クビ 16．2
79 サンセットスカイ 牡6栗 57

54 ▲坂井 瑠星前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋201：32．8クビ 150．0�

812 トップアート 牡5鹿 57 蛯名 正義青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B444－ 61：33．01 15．7�
710 ムーンエクスプレス 牝4鹿 55 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 438＋14 〃 クビ 29．1�
56 エルビッシュ 牝3黒鹿53 浜中 俊吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438＋161：33．21� 5．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，433，900円 複勝： 46，624，100円 枠連： 18，767，300円
馬連： 76，680，500円 馬単： 37，492，200円 ワイド： 42，979，300円
3連複： 102，039，100円 3連単： 143，058，300円 計： 504，074，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 330円 � 160円 枠 連（1－2） 2，310円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 640円 �� 290円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 14，590円

票 数

単勝票数 計 364339 的中 � 109897（1番人気）
複勝票数 計 466241 的中 � 115725（1番人気）� 25678（6番人気）� 81052（2番人気）
枠連票数 計 187673 的中 （1－2） 6282（11番人気）
馬連票数 計 766805 的中 �� 27610（8番人気）
馬単票数 計 374922 的中 �� 8533（11番人気）
ワイド票数 計 429793 的中 �� 16308（6番人気）�� 43657（1番人気）�� 10272（13番人気）
3連複票数 計1020391 的中 ��� 33621（4番人気）
3連単票数 計1430583 的中 ��� 7108（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．6―12．0―11．3―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．1―45．7―57．7―1：09．0―1：20．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ラ ノ ヴ ァ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．23 東京5着

2013．4．16生 牝3芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 11戦3勝 賞金 38，292，000円

2805610月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

610 オールブラッシュ 牡4黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 01：50．8 1．6�

34 メイプルレインボー 牡4栗 57 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 506＋ 41：51．01 13．4�
713 クラーロデルナ 牡7鹿 57 酒井 学山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 500＋ 2 〃 アタマ 52．1�
22 サンタエヴィータ 牝5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：51．1� 5．4�
58 スランジバール 牡7鹿 57

54 ▲坂井 瑠星�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480－ 61：51．2クビ 146．0�
814 セレッソレアル 牝5栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 492± 01：51．3� 29．6	
59 スズカウラノス 牡7鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 472＋ 4 〃 クビ 127．1

712 イーストオブザサン 牡3黒鹿55 武 豊三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470＋ 41：51．4クビ 7．3�
815 メイショウホウトウ 牡5青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490＋ 2 〃 クビ 33．8�
611 ナムラアラシ 牡3鹿 55 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 512＋ 21：51．61� 34．9
46 サンライズワールド �6栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456＋ 61：52．02� 20．3�
11 オイルタウン 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 468－ 61：52．21 49．4�
47 ヴォルケンクラッツ 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 61：52．41� 37．2�
35 キーブランド 牡7鹿 57

54 ▲荻野 極北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 526＋ 61：53．46 91．8�
23 オウケンゴールド 牡5栃栗57 松山 弘平福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B498＋ 61：53．82� 70．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，634，500円 複勝： 98，347，500円 枠連： 21，381，700円
馬連： 77，169，100円 馬単： 47，072，500円 ワイド： 45，554，900円
3連複： 112，297，200円 3連単： 183，595，800円 計： 616，053，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 240円 � 660円 枠 連（3－6） 980円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，240円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 17，850円

票 数

単勝票数 計 306345 的中 � 149605（1番人気）
複勝票数 計 983475 的中 � 683835（1番人気）� 39487（4番人気）� 11311（10番人気）
枠連票数 計 213817 的中 （3－6） 16866（4番人気）
馬連票数 計 771691 的中 �� 58015（4番人気）
馬単票数 計 470725 的中 �� 25960（5番人気）
ワイド票数 計 455549 的中 �� 24487（4番人気）�� 9292（13番人気）�� 1980（43番人気）
3連複票数 計1122972 的中 ��� 9194（30番人気）
3連単票数 計1835958 的中 ��� 7454（51番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．1―13．0―12．1―12．1―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．5―47．6―1：00．6―1：12．7―1：24．8―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．1
1
3
・（3，10）（4，12）（1，5）6－13（2，15）9，8，7（11，14）・（10，4）－（3，1）12，6（13，15）（5，2，9，8）11，7，14

2
4

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

オールブラッシュ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2014．7．13 中京11着

2012．3．7生 牡4黒鹿 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika 18戦4勝 賞金 63，230，000円
※出走取消馬 ドラゴンシュバリエ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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 キーアシスト号



2805710月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第9競走 ��
��1，400�もみじステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

66 レッドアンシェル 牡2青鹿55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：22．0 2．5�
33 キャスパリーグ 牝2鹿 54 M．デムーロ杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438± 01：22．21� 3．5�
77 タイセイブレーク 牡2栗 55 C．ルメール 田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 500＋101：22．3� 6．7�
11 ラヴィングアンサー 牡2鹿 55 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478－ 4 〃 クビ 5．5�
89 マイネルパラディ 牡2芦 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 472＋ 21：22．4クビ 15．7�
55 クインズサリナ 牝2黒鹿55 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 430－ 41：22．61� 7．0	
88 ロ ジ セ ン ス 牝2鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 518－ 41：24．3大差 49．2

44 ユメニカケル 牝2鹿 54 古川 吉洋�ビリオンスター田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 424＋ 41：25．25 134．7�
22 シーハリケーン 牡2鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 462± 01：28．7大差 62．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，154，000円 複勝： 43，476，900円 枠連： 13，850，400円
馬連： 90，214，300円 馬単： 55，261，000円 ワイド： 41，002，000円
3連複： 102，193，900円 3連単： 227，734，700円 計： 617，887，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 300円 �� 330円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，300円

票 数

単勝票数 計 441540 的中 � 138194（1番人気）
複勝票数 計 434769 的中 � 119801（1番人気）� 90616（2番人気）� 52840（5番人気）
枠連票数 計 138504 的中 （3－6） 24222（1番人気）
馬連票数 計 902143 的中 �� 150795（1番人気）
馬単票数 計 552610 的中 �� 52899（1番人気）
ワイド票数 計 410020 的中 �� 59337（1番人気）�� 32676（4番人気）�� 29299（5番人気）
3連複票数 計1021939 的中 ��� 103086（2番人気）
3連単票数 計2277347 的中 ��� 71666（2番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―12．3―11．5―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．3―47．6―59．1―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアンシェル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．20 札幌1着

2014．4．9生 牡2青鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 2戦2勝 賞金 23，217，000円
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シーハリケーン号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平成28年10月17日から平成28年

11月6日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーハリケーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月16日まで平地競

走に出走できない。

2805810月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第10競走 ��
��2，200�

な る た き

鳴 滝 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

44 アドマイヤキズナ 牡3黒鹿54 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 458＋ 22：12．9 1．6�
66 ソールインパクト 牡4芦 57 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 0 〃 クビ 5．8�
11 サダムロードショー 牡6鹿 57 岩田 康誠大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 42：13．21� 38．9�
22 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 武 豊釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526－ 6 〃 クビ 18．2�
77 タイセイアプローズ 牡4鹿 57 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 468－ 22：13．3クビ 4．1�
33 エイシンハドソン 牡5鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 544＋ 2 〃 アタマ 6．7	
55 	 カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55 松若 風馬門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 42：15．2大差 86．7


（7頭）

売 得 金
単勝： 46，242，200円 複勝： 63，180，400円 枠連： 発売なし
馬連： 91，567，400円 馬単： 68，050，100円 ワイド： 37，287，800円
3連複： 92，564，600円 3連単： 330，919，900円 計： 729，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 210円 �� 710円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 7，280円

票 数

単勝票数 計 462422 的中 � 220566（1番人気）
複勝票数 計 631804 的中 � 354381（1番人気）� 76656（3番人気）
馬連票数 計 915674 的中 �� 173754（2番人気）
馬単票数 計 680501 的中 �� 94274（2番人気）
ワイド票数 計 372878 的中 �� 57617（2番人気）�� 12091（10番人気）�� 6588（12番人気）
3連複票数 計 925646 的中 ��� 21659（10番人気）
3連単票数 計3309199 的中 ��� 32923（27番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．7―12．6―12．4―12．6―12．4―11．6―11．1―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．4―37．1―49．7―1：02．1―1：14．7―1：27．1―1：38．7―1：49．8―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．2
1
3
7，3（5，6）－4，2－1
7，3（5，6）（2，4）－1

2
4
7，3（5，6）（2，4）－1・（7，3）－6，5（2，4）1

勝馬の
紹 介

アドマイヤキズナ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．11．29 京都2着

2013．5．9生 牡3黒鹿 母 アドマイヤオウカ 母母 ロゼダンジュ 9戦3勝 賞金 45，871，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



2805910月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第11競走 ��
��2，000�第21回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 92，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，200，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：56．8
1：56．1
1：56．9

良
良
良

47 ヴ ィ ブ ロ ス 牝3青 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414± 01：58．6 6．3�
23 パールコード 牝3青鹿55 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 508－101：58．7� 13．7�
715 カイザーバル 牝3黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470± 01：58．8� 21．2�
12 ジ ュ エ ラ ー 牝3鹿 55 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 クビ 3．9�
35 レッドアヴァンセ 牝3黒鹿55 武 豊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452± 01：59．11� 17．0	
59 クロコスミア 牝3黒鹿55 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 412－ 21：59．2� 29．5

24 パーシーズベスト 牝3黒鹿55 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 458＋ 6 〃 クビ 22．9�
714 ミエノサクシード 牝3栗 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 448± 01：59．3クビ 20．3�
48 デンコウアンジュ 牝3黒鹿55 内田 博幸田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 442＋ 2 〃 クビ 20．3
510 ビ ッ シ ュ 牝3鹿 55 戸崎 圭太窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 418－ 21：59．4クビ 2．5�
818 キンショーユキヒメ 牝3芦 55 松若 風馬礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 510＋ 61：59．5� 95．1�
612 ウインファビラス 牝3芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 61：59．6� 150．3�
36 ゲ ッ カ コ ウ 牝3黒鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 454± 0 〃 アタマ 240．8�
611 フロンテアクイーン 牝3鹿 55 蛯名 正義長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 452－ 41：59．81	 42．8�
816 ダイワドレッサー 牝3鹿 55 川須 栄彦大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋162：00．01	 52．9�
11 エンジェルフェイス 牝3黒鹿55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 504± 02：01．59 36．9�
817
 ネオヴェルザンディ 牝3鹿 55 松山 弘平小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore

Farm LLC 464＋ 42：01．71	 237．8�
713 ワンダーピルエット 牝3鹿 55 小牧 太山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 474－ 82：01．91� 222．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 468，542，000円 複勝： 518，159，900円 枠連： 399，490，700円 馬連： 1，813，900，600円 馬単： 847，295，600円
ワイド： 736，883，900円 3連複： 3，049，967，800円 3連単： 5，364，730，300円 5重勝： 636，363，400円 計： 13，835，334，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 380円 � 480円 枠 連（2－4） 1，870円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，790円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 20，940円 3 連 単 ��� 95，520円

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

キャリーオーバー なし����� 70，240円

票 数

単勝票数 計4685420 的中 � 591216（3番人気）
複勝票数 計5181599 的中 � 719888（3番人気）� 336362（4番人気）� 257805（5番人気）
枠連票数 計3994907 的中 （2－4） 165054（7番人気）
馬連票数 計18139006 的中 �� 395014（12番人気）
馬単票数 計8472956 的中 �� 102906（19番人気）
ワイド票数 計7368839 的中 �� 174821（8番人気）�� 105635（20番人気）�� 63105（34番人気）
3連複票数 計30499678 的中 ��� 109207（66番人気）
3連単票数 計53647303 的中 ��� 40715（288番人気）
5重勝票数 計6363634 的中 ����� 6341

ハロンタイム 12．4―10．5―12．9―12．2―11．9―12．6―11．7―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．9―35．8―48．0―59．9―1：12．5―1：24．2―1：35．6―1：46．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

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3青 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 7戦3勝 賞金 125，306，000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 フロムマイハート号
（非抽選馬） 2頭 クリノサンスーシ号・クリノラホール号

2806010月16日 晴 良 （28京都4）第5日 第12競走 ��
��1，200�

ふじのもり

藤森ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

22 エイシンバッケン 牡4鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508－ 61：11．0 3．9�
79 スマートアヴァロン 牡4黒鹿57 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 514± 01：11．1� 2．7�
810 カネトシビバーチェ 牝5鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 458＋ 8 〃 クビ 32．2�
33 センターピース 牡4栗 57 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462± 01：11．2クビ 8．0�
67 	 ベ ッ ク 牡5栗 57 四位 洋文細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 504－ 2 〃 クビ 46．1�
811 ハニードント 牝5栗 55 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 456－ 41：11．3
 72．0	
78 リバーソウル 牡5黒鹿57 C．ルメール 林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：11．4クビ 10．3

44 ルミナスパレード 牝5黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 27．4�
66 ウィッシュハピネス 牝4青鹿55 戸崎 圭太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 2 〃 クビ 5．2
11 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 M．デムーロ岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504± 01：11．61
 9．5�
55 ガッサンプレイ 牡6栗 57 松山 弘平西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 472＋ 61：11．91
 84．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 104，811，600円 複勝： 116，500，500円 枠連： 44，483，900円
馬連： 265，452，500円 馬単： 116，733，200円 ワイド： 120，214，300円
3連複： 298，578，700円 3連単： 587，247，100円 計： 1，654，021，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 130円 � 460円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，180円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 12，410円

票 数

単勝票数 計1048116 的中 � 211133（2番人気）
複勝票数 計1165005 的中 � 200366（2番人気）� 286269（1番人気）� 43966（8番人気）
枠連票数 計 444839 的中 （2－7） 73075（1番人気）
馬連票数 計2654525 的中 �� 372782（1番人気）
馬単票数 計1167332 的中 �� 75676（3番人気）
ワイド票数 計1202143 的中 �� 139528（1番人気）�� 23593（16番人気）�� 24508（15番人気）
3連複票数 計2985787 的中 ��� 67897（10番人気）
3連単票数 計5872471 的中 ��� 34306（35番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．5―47．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンバッケン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．9．28 阪神4着

2012．4．20生 牡4鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 16戦5勝 賞金 85，882，000円

５レース目



（28京都4）第5日 10月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 135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

378，420，000円
2，460，000円
14，860，000円
6，350，000円
43，730，000円
55，112，500円
4，176，000円
1，296，000円

勝馬投票券売得金
887，421，200円
1，120，909，100円
562，101，900円
2，691，575，700円
1，357，757，800円
1，186，324，300円
4，123，454，500円
7，525，417，600円
636，363，400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 20，091，325，500円

総入場人員 40，997名 （有料入場人員 38，898名）
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