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3102511月12日 晴 稍重 （28京都5）第3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

712 キタノユーリン 牝2鹿 54 福永 祐一北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482＋ 41：25．1 31．3�
34 アンデスクイーン 牝2栗 54 藤岡 康太 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 464－ 41：25．31� 64．3�
58 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 478± 01：25．93� 3．0�
45 フィルムフランセ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 1．6�
11 ヤ サ シ サ 牝2鹿 54 A．シュタルケ 佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 496± 01：26．11� 72．1�

（独）

57 トウカイシュテルン 牝2鹿 54 国分 恭介内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 478＋ 61：26．2クビ 12．5	
22 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± 01：26．3� 18．2

33 ア プ リ リ ス 牝2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 B430－ 21：27．15 86．9�
813 ガールズブランド 牝2栗 54 太宰 啓介吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 446＋121：27．63 18．0�
69 セレッソプレミオ 牝2黒鹿54 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 大平牧場 438＋ 61：27．81� 349．9
610 ローズクイーン 牝2鹿 54 古川 吉洋ライオンレースホース� 木原 一良 浦河 モトスファーム 458± 01：28．11� 194．7�
711 ウ ェ ザ ビ ー 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極�谷口牧場 坂口 正則 新ひだか 乾 皆雄 396－ 21：28．73� 50．5�
46 プ ラ ネ テ ス 牝2栗 54 M．バルザローナ 小田 吉男氏 森 秀行 日高 天羽 禮治 444＋121：28．91� 263．9�

（仏）

814 メイショウシラサギ 牝2鹿 54 田中 健松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 440＋ 21：29．96 226．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，940，700円 複勝： 65，511，800円 枠連： 10，918，800円
馬連： 44，662，800円 馬単： 29，711，100円 ワイド： 25，449，200円
3連複： 59，915，500円 3連単： 103，431，100円 計： 358，541，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 1，600円 � 3，320円 � 240円 枠 連（3－7） 15，110円

馬 連 �� 89，900円 馬 単 �� 195，460円

ワ イ ド �� 13，300円 �� 1，240円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 62，840円 3 連 単 ��� 735，170円

票 数

単勝票数 計 189407 的中 � 4829（6番人気）
複勝票数 計 655118 的中 � 9607（6番人気）� 4517（8番人気）� 91430（2番人気）
枠連票数 計 109188 的中 （3－7） 560（20番人気）
馬連票数 計 446628 的中 �� 385（51番人気）
馬単票数 計 297111 的中 �� 114（100番人気）
ワイド票数 計 254492 的中 �� 481（49番人気）�� 5435（9番人気）�� 2234（23番人気）
3連複票数 計 599155 的中 ��� 715（75番人気）
3連単票数 計1034311 的中 ��� 102（576番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―12．6―12．5―12．2―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 12（2，5）13（7，8）（3，4）（6，14）11，1－（9，10） 4 12，5（2，8）（7，13）4－（3，6）（1，11）（9，10，14）

勝馬の
紹 介

キタノユーリン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．10．10 京都13着

2014．3．27生 牝2鹿 母 ツルマルサンチャン 母母 リキセレナード 3戦1勝 賞金 5，000，000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。

3102611月12日 晴 稍重 （28京都5）第3日 第2競走 ��
��1，800�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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

57 サトノクリエション 牡2栗 55 川田 将雅里見 治氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 506＋ 21：52．2 5．1�
69 タガノディグオ 牡2黒鹿55 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528＋ 4 〃 クビ 2．3�
11 アウラマイスター 牡2鹿 55 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 516－ 81：53．15 329．1�
22 サトノプライム 牡2鹿 55 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 6 〃 ハナ 10．6�
610 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿55 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 456＋ 61：53．31� 6．8�
45 ワイドコマンダー 牡2鹿 55 藤岡 康太幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 498－ 41：54．57 8．1�
33 ダイヤグラム 牡2鹿 55 幸 英明小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 502＋161：54．6� 252．1	
711 ライオネルカズマ 牡2鹿 55 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 526± 01：54．91	 5．4

46 コスモオーリー 牡2鹿 55 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 4 〃 アタマ 483．0�
814 エイシンユニコーン 牡2黒鹿55 岩田 康誠栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 516＋ 81：56．510 36．1�
712 アドレスマッチング 牡2鹿 55 柴田 未崎大迫 基弘氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 494＋181：58．2大差 442．3�
34 ブルベアヘッジ 牡2栗 55 酒井 学 ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 バンブー牧場 520＋ 81：58．51	 372．1�
58 アーチザスカイ 牡2栗 55 A．シュタルケ グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 512＋ 41：59．67 26．5�

（独）

813
 ヴェルディアーナ 牝2鹿 54 A．アッゼニ 加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charles
Fipke 456＋ 42：01．19 101．5�

（英）

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，935，200円 複勝： 37，047，800円 枠連： 11，987，000円
馬連： 48，609，700円 馬単： 26，835，000円 ワイド： 30，444，300円
3連複： 67，526，700円 3連単： 95，777，300円 計： 343，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 120円 � 4，370円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 280円 �� 14，520円 �� 12，140円

3 連 複 ��� 57，810円 3 連 単 ��� 256，230円

票 数

単勝票数 計 249352 的中 � 38613（2番人気）
複勝票数 計 370478 的中 � 57963（2番人気）� 114993（1番人気）� 1219（11番人気）
枠連票数 計 119870 的中 （5－6） 21977（1番人気）
馬連票数 計 486097 的中 �� 57584（2番人気）
馬単票数 計 268350 的中 �� 12897（6番人気）
ワイド票数 計 304443 的中 �� 33295（1番人気）�� 483（44番人気）�� 578（40番人気）
3連複票数 計 675267 的中 ��� 876（73番人気）
3連単票数 計 957773 的中 ��� 271（405番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．8―48．6―1：01．3―1：13．9―1：26．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノクリエション �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dare and Go デビュー 2016．9．24 阪神3着

2014．2．11生 牡2栗 母 サ ン デ ア 母母 San Empery 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドレスマッチング号・ブルベアヘッジ号・アーチザスカイ号・ヴェルディアーナ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月12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。

第５回 京都競馬 第３日



3102711月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時05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

22 ヒロシゲグローリー 牡2鹿 55 幸 英明阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 484＋ 41：34．7 22．5�
33 ショウナンサニー 牡2鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 486＋ 61：35．12� 24．7�
813 ナンヨーマーズ 牡2鹿 55 A．シュタルケ 中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 4 〃 ハナ 5．1�

（独）

45 アラハバード 牡2黒鹿55 松田 大作�G1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 428＋ 21：35．2� 11．7�

712 サンライズソウマ 牡2青鹿55 C．ルメール 松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 480＋101：35．41� 2．9�
610 アーケロンバイオ 牡2芦 55 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 484＋ 41：35．5� 7．5	
46 キョウワベルナルド 牡2鹿 55 太宰 啓介
協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 446－ 21：35．6クビ 120．6�
711 ケ ル ビ ン 牡2鹿 55 小牧 太野嶋 祥二氏 羽月 友彦 新ひだか 本桐牧場 498－ 41：35．81� 263．1�
69 アグネスローヤー 牡2鹿 55 高倉 稜渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 456＋ 21：36．01� 150．6
57 ミスティクィーン 牝2鹿 54 M．バルザローナ 阿部東亜子氏 斉藤 崇史 浦河 山田 昇史 398－ 4 〃 ハナ 61．1�

（仏）

814 ナリタシュウ 牡2鹿 55 松山 弘平�オースミ 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 500－ 21：36．1� 22．1�
34 サトノマサムネ 牡2鹿 55 A．アッゼニ 里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B458＋ 21：36．42 14．9�

（英）

11 タガノエクレール 牡2鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450＋101：36．5� 97．3�

58 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 452＋ 21：37．24 3．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，080，200円 複勝： 36，977，500円 枠連： 11，418，400円
馬連： 48，733，300円 馬単： 24，226，000円 ワイド： 31，015，400円
3連複： 67，298，800円 3連単： 80，640，200円 計： 326，389，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 450円 � 490円 � 200円 枠 連（2－3） 6，170円

馬 連 �� 11，610円 馬 単 �� 22，540円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 1，970円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 27，180円 3 連 単 ��� 205，130円

票 数

単勝票数 計 260802 的中 � 9270（8番人気）
複勝票数 計 369775 的中 � 19599（6番人気）� 17759（8番人気）� 58002（3番人気）
枠連票数 計 114184 的中 （2－3） 1434（21番人気）
馬連票数 計 487333 的中 �� 3253（36番人気）
馬単票数 計 242260 的中 �� 806（74番人気）
ワイド票数 計 310154 的中 �� 3256（32番人気）�� 4065（24番人気）�� 4328（23番人気）
3連複票数 計 672988 的中 ��� 1857（88番人気）
3連単票数 計 806402 的中 ��� 285（574番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―11．9―12．0―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．0―46．9―58．9―1：10．7―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロシゲグローリー �
�
父 エイシンアポロン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．10．22 京都3着

2014．4．9生 牡2鹿 母 サクラナスカ 母母 サクラコンドル 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 ナリタシュウ号は，枠入り不良。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 サンライズソウマ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナリタシュウ号は，平成28年11月13日から平成28年12月4日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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。

3102811月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時35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
1：45．9
1：45．9

良
良

55 ハローユニコーン 牝2鹿 54
51 ▲坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 440± 01：47．7 5．8�
812 デュパルクカズマ 牡2鹿 55 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 426＋ 21：48．01� 12．1�
68 スピリットソウル 牡2黒鹿55 浜中 俊落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：48．1� 2．0�
67 アオイテソーロ 牝2黒鹿54 C．ルメール 了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500－101：48．2	 4．2�
22 バ ル ベ ー ラ 牝2青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 428± 01：48．3� 64．5�
79 リネンロマン 牝2鹿 54 松山 弘平戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 404－ 2 〃 クビ 11．0	
11 アグネスリュウメ 牝2鹿 54 岩田 康誠渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 466＋ 21：48．4� 202．4

33 マイネルシルバリー 牡2芦 55 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 502± 01：48．5クビ 81．6�

（仏）

56 シャドウブリランテ 牡2鹿 55 藤岡 康太飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 492－ 21：48．6	 58．7�
44 ライトオブピース 牡2鹿 55 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 21：48．81	 10．0
811 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± 01：48．9クビ 51．2�
710 ロードゼスト 牡2鹿 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 474＋121：49．21� 73．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，592，200円 複勝： 38，933，600円 枠連： 11，969，300円
馬連： 47，292，600円 馬単： 26，902，700円 ワイド： 33，145，900円
3連複： 70，512，100円 3連単： 92，210，500円 計： 349，558，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 200円 � 120円 枠 連（5－8） 1，850円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 560円 �� 220円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 285922 的中 � 39275（3番人気）
複勝票数 計 389336 的中 � 64102（2番人気）� 37923（5番人気）� 110053（1番人気）
枠連票数 計 119693 的中 （5－8） 5010（6番人気）
馬連票数 計 472926 的中 �� 13929（11番人気）
馬単票数 計 269027 的中 �� 4370（18番人気）
ワイド票数 計 331459 的中 �� 13597（8番人気）�� 44016（1番人気）�� 16598（6番人気）
3連複票数 計 705121 的中 ��� 36153（4番人気）
3連単票数 計 922105 的中 ��� 4815（43番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．0―12．3―12．3―12．2―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―34．9―46．9―59．2―1：11．5―1：23．7―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハローユニコーン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2016．7．24 函館4着

2014．3．17生 牝2鹿 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 4戦1勝 賞金 9，400，000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。



3102911月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第5競走 ��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

48 レイズアベール 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 456 ―1：23．0 1．7�
59 フラウティスタ 牝2鹿 54 A．アッゼニ �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 420 ―1：23．21� 11．9�

（英）

715 スズカヘルメス 牡2栗 55 藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 432 ―1：23．3� 22．9�
818 マイネルソノリティ 牡2鹿 55 M．バルザローナ �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 444 ―1：23．51� 29．6�

（仏）

12 ハイレートクライム 牡2鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 クビ 5．2	
（独）

817 タマモライトアップ 牡2鹿 55 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466 ―1：23．71� 27．6

816 クニサキカッシーニ 牝2栗 54

51 ▲荻野 極國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 398 ―1：23．8クビ 157．5�
713 ド ナ マ コ ン 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 460 ―1：23．9� 63．5�
35 コパノピエール 牡2鹿 55 福永 祐一小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468 ― 〃 クビ 8．4
24 マリノカーニバル 牝2栗 54 幸 英明�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 482 ―1：24．11� 35．3�
714 ガーネットホープ 牝2黒鹿54 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 424 ―1：24．31� 181．6�
47 アドマイヤホルン 牝2栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 402 ―1：24．51� 44．2�

（アドマイヤピース）

23 タガノマキアート 牝2鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 438 ― 〃 クビ 146．5�

612 デンコウアリオン 牡2鹿 55
53 △城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 470 ―1：24．6� 256．4�

36 スマートアレス 牡2鹿 55 武 豊大川 徹氏 寺島 良 新冠 スカイビーチステーブル 510 ―1：24．7� 15．3�
11 サダムドミニック 牡2黒鹿55 松山 弘平大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 440 ―1：25．12� 92．3�
611 クラシコテーラー 牡2黒鹿55 高倉 稜中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 440 ―1：25．63 305．7�
510 グランリリー 牝2栗 54 小林 徹弥飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 420 ―1：26．55 358．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，834，900円 複勝： 27，934，000円 枠連： 15，051，200円
馬連： 43，012，300円 馬単： 24，502，600円 ワイド： 25，909，700円
3連複： 52，552，900円 3連単： 73，104，700円 計： 287，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 240円 � 400円 枠 連（4－5） 1，030円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 370円 �� 800円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 16，040円

票 数

単勝票数 計 258349 的中 � 118669（1番人気）
複勝票数 計 279340 的中 � 91119（1番人気）� 24041（4番人気）� 12367（7番人気）
枠連票数 計 150512 的中 （4－5） 11278（4番人気）
馬連票数 計 430123 的中 �� 35829（3番人気）
馬単票数 計 245026 的中 �� 14290（3番人気）
ワイド票数 計 259097 的中 �� 19613（3番人気）�� 8092（8番人気）�� 2239（27番人気）
3連複票数 計 525529 的中 ��� 7029（17番人気）
3連単票数 計 731047 的中 ��� 3304（36番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．2―12．2―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．4―59．6―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイズアベール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch 初出走

2014．4．6生 牝2鹿 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 1戦1勝 賞金 7，000，000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 ナムラクッキー号
※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。

3103011月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

59 ス ペ ク タ ー 牝2鹿 54 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 488 ―1：54．0 6．3�
47 ダンサクドゥーロ 牡2芦 55 四位 洋文吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 498 ―1：54．21� 8．4�
48 テリトーリアル 牡2栗 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―1：54．41� 3．6�
24 ディーエスアクシス 牡2芦 55 C．ルメール 秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 482 ― 〃 アタマ 5．3�
713 サンライズチャージ 牡2鹿 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 498 ―1：55．46 15．5�
612 ヒデノエーデル 牝2鹿 54 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 服部 健太郎 456 ―1：55．82� 85．8�
611 モズカタクラ 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星 	キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 460 ―1：56．75 14．7

23 メイショウモウコ 牡2栗 55 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 474 ― 〃 ハナ 22．6�
12 ブライトゴールド 牡2栗 55 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新冠 飛渡牧場 498 ―1：56．8	 54．2�
815 ヒルノケープタウン 牡2青鹿55 古川 吉洋	ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 512 ―1：57．11	 6．4
510 シ ン カ イ 牡2栗 55 A．アッゼニ 三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 シンボリ牧場 486 ―1：57．2� 34．9�

（英）

714 メイショウコンドル 牡2栗 55 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 502 ―1：57．3� 60．7�
36 ディアイロンデル 牡2栗 55 武 豊ディアレストクラブ	 千田 輝彦 新ひだか タイヘイ牧場 492 ―1：57．72� 28．4�
35 レッドラペル 牝2栗 54 岩田 康誠 	東京ホースレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：58．44 22．8�
11 ウォーターフロート 牝2栗 54 松若 風馬山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430 ―2：01．0大差 78．6�
816 ニホンピロメイデー 牝2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 458 ―2：02．610 65．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，732，900円 複勝： 30，594，800円 枠連： 15，867，100円
馬連： 46，978，300円 馬単： 22，190，800円 ワイド： 27，942，400円
3連複： 59，920，400円 3連単： 71，052，900円 計： 297，279，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 240円 � 160円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 770円 �� 420円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 13，590円

票 数

単勝票数 計 227329 的中 � 28782（3番人気）
複勝票数 計 305948 的中 � 43447（2番人気）� 28219（5番人気）� 56156（1番人気）
枠連票数 計 158671 的中 （4－5） 17111（2番人気）
馬連票数 計 469783 的中 �� 16776（6番人気）
馬単票数 計 221908 的中 �� 4307（8番人気）
ワイド票数 計 279424 的中 �� 8892（7番人気）�� 17760（1番人気）�� 14070（3番人気）
3連複票数 計 599204 的中 ��� 23311（2番人気）
3連単票数 計 710529 的中 ��� 3788（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―13．0―12．7―12．8―13．1―12．7―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．9―49．6―1：02．4―1：15．5―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ス ペ ク タ ー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

2014．5．1生 牝2鹿 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サンライズチャージ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 サンライズチャージ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターフロート号・ニホンピロメイデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年12月12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。
（非当選馬） 2頭 インハーフェイバー号・ミヤジユウダイ号
※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。



3103111月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第7競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：08．7

重
重

816 サンビショップ �4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 464＋ 41：11．1 11．4�
713	 アメリカントップ 牡3鹿 56 藤岡 康太吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B528＋121：11．31
 4．7�
12 スターペスユウコ 牝5鹿 55 浜中 俊河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 466＋101：11．51
 22．2�
510 マイネルラック 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 476＋ 21：11．6� 3．5�

（独）

611 シンゼンスタチュー �3黒鹿56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 502＋ 4 〃 クビ 52．2�

23 クリノサンレオ 牡3栗 56 M．バルザローナ 栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438＋ 4 〃 アタマ 11．3	
（仏）

48 オ ル ノ ス 牝3芦 54 幸 英明武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 448＋101：11．7� 30．7

612 ウォーターバオバブ 牡3栗 56 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 492＋ 61：11．91
 5．4�
11 ハッピーロングラン 牝5鹿 55 福永 祐一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436＋101：12．0クビ 33．4�
35 メイショウアタカマ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 470＋ 81：12．85 280．1
24 タガノファサネイト 牡3鹿 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 6 〃 クビ 22．2�
714 トルシュローズ 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 458＋ 6 〃 ハナ 10．3�
47 ペプチドブラッサム 牝3鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 410± 01：12．9クビ 16．0�
36 エミネントレコード 牡5鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B488＋121：13．11
 52．5�
815 デビュタント 牝4鹿 55 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：13．31 28．3�
59 シゲルオキサワラ 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 470＋281：13．61� 106．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，146，800円 複勝： 39，926，800円 枠連： 19，157，400円
馬連： 65，323，200円 馬単： 28，484，800円 ワイド： 41，424，900円
3連複： 90，532，800円 3連単： 104，806，900円 計： 412，803，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 360円 � 220円 � 620円 枠 連（7－8） 1，610円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 3，770円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 23，560円 3 連 単 ��� 137，650円

票 数

単勝票数 計 231468 的中 � 16135（6番人気）
複勝票数 計 399268 的中 � 28409（5番人気）� 54987（3番人気）� 14796（9番人気）
枠連票数 計 191574 的中 （7－8） 9179（6番人気）
馬連票数 計 653232 的中 �� 15098（11番人気）
馬単票数 計 284848 的中 �� 2692（27番人気）
ワイド票数 計 414249 的中 �� 9300（12番人気）�� 2771（43番人気）�� 5649（23番人気）
3連複票数 計 905328 的中 ��� 2881（80番人気）
3連単票数 計1048069 的中 ��� 552（448番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．4―46．2―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 ・（13，14）－5（2，6）1，10，3（12，15）－16，8－7（9，11）－4 4 ・（13，14）（5，2，6）（1，3，10）（8，16，12）15－7（9，11）－4

勝馬の
紹 介

サンビショップ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2015．1．10 京都4着

2012．5．5生 �4栗 母 トウヨウテースト 母母 ビユテイフルクイン 25戦2勝 賞金 25，300，000円
※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 エイシンカーニバル号・デピュティスカイ号・マッカートニー号・リッカクロフネ号
※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。

3103211月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第8競走 ��3，170�第18回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・内外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード3：30．4良

66 ドリームセーリング 牡9栗 60 石神 深一ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 476－ 43：32．2 18．0�
55 ニホンピロバロン 牡6栗 61 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 488＋ 83：32．94 1．2�
33 ウインアーマー 牡4栗 60 平沢 健治�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 83：33．43 19．9�
11 メイショウヒデタダ 牡7黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 486＋ 63：33．82� 5．5�
22 タマモプラネット 牡6芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 494＋ 83：34．01� 26．2�
44 メイショウアラワシ 牡5栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 470＋ 4 〃 ハナ 7．1	

（6頭）

売 得 金
単勝： 25，586，300円 複勝： 87，958，200円 枠連： 発売なし
馬連： 42，537，400円 馬単： 39，176，300円 ワイド： 24，436，000円
3連複： 49，826，400円 3連単： 216，378，500円 計： 485，899，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 300円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 330円 �� 910円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 27，210円

票 数

単勝票数 計 255863 的中 � 11340（4番人気）
複勝票数 計 879582 的中 � 23063（4番人気）� 727624（1番人気）
馬連票数 計 425374 的中 �� 38657（3番人気）
馬単票数 計 391763 的中 �� 9522（8番人気）
ワイド票数 計 244360 的中 �� 20736（4番人気）�� 6288（11番人気）�� 13228（6番人気）
3連複票数 計 498264 的中 ��� 20267（7番人気）
3連単票数 計2163785 的中 ��� 5765（49番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．6－3F 41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
2－6－（1，5）3－4・（6，2）＝1，5－3，4

�
�
2，6，1，5，3，4
6－2－（1，5）－3－4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームセーリング 

�
父 ク ロ フ ネ 


�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．7．11 阪神14着

2007．2．14生 牡9栗 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 障害：18戦2勝 賞金 84，511，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



3103311月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第9競走 ��
��1，600�

さ ん ね ん ざ か

三 年 坂 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

34 マサハヤドリーム 牡4鹿 57 川田 将雅中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474＋ 81：33．5 2．9�
610 ビップライブリー 牡3栗 56 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：33．71� 4．1�
33 ウインクルサルーテ 牝3鹿 54 武 豊�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 420＋ 41：33．8クビ 15．5�
45 ヒルノマゼラン 牡3黒鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 508＋ 4 〃 クビ 11．3�
813	 ハッチャンハッピー 牝3鹿 54 川島 信二野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 456－ 21：34．01
 312．0�
69 レーヴデトワール 牝5黒鹿55 福永 祐一 	サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 35．3

46 ジョーウォルター 牡5鹿 57 荻野 極上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 484＋101：34．1クビ 108．3�
711� サバンナロード 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 木村 哲也 米 Michael

Sucher 546＋ 61：34．2� 5．9�
11 ド ゥ ー カ 牡3栗 56 A．シュタルケ �カナヤマホールディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 484＋ 61：34．83� 9．7

（独）

22 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56 M．バルザローナ 中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 450＋ 4 〃 クビ 38．6�

（仏）

57 サイモンラムセス 牡6鹿 57 岩田 康誠澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B442－ 61：35．01
 13．9�
58 クリスタルタイソン �3黒鹿56 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 494＋ 41：35．42� 35．5�
814 ロードフェリーチェ 牡4鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 436－10 〃 ハナ 83．7�
712 シゲルノコギリザメ 牡3黒鹿56 A．アッゼニ 森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 486＋101：36．25 13．9�
（英）

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，071，000円 複勝： 66，536，000円 枠連： 23，064，300円
馬連： 109，708，000円 馬単： 46，512，100円 ワイド： 58，479，000円
3連複： 144，060，000円 3連単： 191，795，000円 計： 681，225，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 320円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 350円 �� 840円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 410710 的中 � 110980（1番人気）
複勝票数 計 665360 的中 � 153678（1番人気）� 124953（2番人気）� 38197（7番人気）
枠連票数 計 230643 的中 （3－6） 32234（1番人気）
馬連票数 計1097080 的中 �� 103706（1番人気）
馬単票数 計 465121 的中 �� 22758（1番人気）
ワイド票数 計 584790 的中 �� 47492（1番人気）�� 17111（8番人気）�� 13279（14番人気）
3連複票数 計1440600 的中 ��� 27764（8番人気）
3連単票数 計1917950 的中 ��� 10335（21番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．8―11．7―12．0―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．9―46．7―58．4―1：10．4―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．1
3 13（6，12）（2，4，8）（5，7，14）（1，9）（3，10）－11 4 13（6，12，4）（8，14）5（2，7，10）9（1，3）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マサハヤドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．12 京都1着

2012．3．17生 牡4鹿 母 ラ ン ペ イ ア 母母 ス マ ラ 17戦4勝 賞金 69，804，000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。

3103411月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第10競走 ��
��1，800�

かんげつきょう

観月橋ステークス
発走15時10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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

11 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 492＋ 61：49．4 3．0�

56 リーゼントロック 牡5黒鹿57 武 豊三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526± 01：49．5� 9．7�
711 メモリーシャルマン 牝7鹿 55 松若 風馬橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 540－ 21：49．6	 73．5�
812 テイエムジンソク 牡4芦 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 492＋ 21：49．7クビ 4．8�
33 ヒラボクレジェンド 牡5栗 57 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 524＋ 41：50．33	 101．4	
22 タイガークラウン 牡5黒鹿57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 482－ 21：50．62 198．3

710 クラウンシャイン 牡4栗 57 池添 謙一�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 474± 0 〃 クビ 25．7�
69 ブ チ コ 牝4白 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋18 〃 アタマ 3．3�
813 トップディーヴォ 牡4鹿 57 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 494－ 21：51．87 6．9
57 サトノアッシュ 牡4鹿 57 M．バルザローナ 里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 484＋ 4 〃 ハナ 48．7�

（仏）

45 マイネルオフィール 牡4鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B482＋ 61：52．54 38．4�
（独）

68 ディアドムス 牡4鹿 57 岩田 康誠ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B502＋ 41：52．6クビ 56．0�
44 ラインルーフ 牡4栗 57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 518＋241：55．4大差 23．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，525，600円 複勝： 66，098，500円 枠連： 32，436，700円
馬連： 141，095，300円 馬単： 62，093，000円 ワイド： 65，543，200円
3連複： 175，119，800円 3連単： 265，205，900円 計： 860，118，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 260円 � 980円 枠 連（1－5） 990円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，430円 �� 3，730円

3 連 複 ��� 17，550円 3 連 単 ��� 52，220円

票 数

単勝票数 計 525256 的中 � 136804（1番人気）
複勝票数 計 660985 的中 � 149529（1番人気）� 63673（5番人気）� 12833（11番人気）
枠連票数 計 324367 的中 （1－5） 25149（4番人気）
馬連票数 計1410953 的中 �� 89807（5番人気）
馬単票数 計 620930 的中 �� 25008（5番人気）
ワイド票数 計 655432 的中 �� 37560（4番人気）�� 6664（26番人気）�� 4288（38番人気）
3連複票数 計1751198 的中 ��� 7481（57番人気）
3連単票数 計2652059 的中 ��� 3682（165番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．4―12．4―11．8―11．9―12．0―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．0―48．4―1：00．2―1：12．1―1：24．1―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

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 19戦5勝 賞金 81，710，000円
〔その他〕 ラインルーフ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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。



3103511月12日 晴 良 （28京都5）第3日 第11競走 ��
��1，600�第51回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

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

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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
1：33．2
1：32．3

良
良

66 ジューヌエコール 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：34．6 3．6�
33 ボンセルヴィーソ 牡2栗 55 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 468－ 2 〃 クビ 54．5�
78 サングレーザー 牡2青鹿55 武 豊�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 472－ 21：34．7� 5．8�
77 ディーパワンサ 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 432＋10 〃 クビ 4．6�
89 ベ ル カ プ リ 牝2鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 460－ 21：34．8� 13．4	
22 リ ナ ー テ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 81：35．11� 8．4

55 ビーカーリー 牝2黒鹿54 国分 恭介馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 456＋ 21：35．41� 97．2�
11 タイセイスターリー 牡2鹿 55 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 530＋ 81：35．5� 2．9�
810 サンライズソア 牡2青鹿55 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 504± 01：35．92� 53．3
44 ユノディエール 牡2鹿 55 四位 洋文�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：36．0� 82．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 122，647，500円 複勝： 126，119，900円 枠連： 45，658，000円
馬連： 304，448，000円 馬単： 151，231，700円 ワイド： 131，206，700円
3連複： 390，322，200円 3連単： 762，415，900円 計： 2，034，049，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 820円 � 190円 枠 連（3－6） 7，700円

馬 連 �� 7，580円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 470円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 15，710円 3 連 単 ��� 88，490円

票 数

単勝票数 計1226475 的中 � 266664（2番人気）
複勝票数 計1261199 的中 � 262476（2番人気）� 28248（8番人気）� 178334（4番人気）
枠連票数 計 456580 的中 （3－6） 4593（16番人気）
馬連票数 計3044480 的中 �� 31110（18番人気）
馬単票数 計1512317 的中 �� 10616（32番人気）
ワイド票数 計1312067 的中 �� 18673（16番人気）�� 77603（5番人気）�� 9944（29番人気）
3連複票数 計3903222 的中 ��� 18623（40番人気）
3連単票数 計7624159 的中 ��� 6246（217番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．5―12．1―11．5―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．4―1：00．5―1：12．0―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューヌエコール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．10 中京1着

2014．3．21生 牝2鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 3戦3勝 賞金 61，560，000円

3103611月12日 晴 良 （28京都5）第3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）
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
2：10．0
2：09．9

良
良

22 サンマルティン �4栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496－ 42：15．9 2．6�
89 ジャズファンク 牡4鹿 57 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502－ 22：16．21	 11．0�
66 ラ デ ィ ウ ス 牡5鹿 57 川田 将雅名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 464＋ 4 〃 クビ 6．8�
55 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± 02：16．3クビ 8．6�
88 ジークカイザー 牡3鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 6．0	

（独）

11 ジュンスパーヒカル 牡4鹿 57 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 62：16．4クビ 3．8

33 デルマオギン 牝3鹿 53 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470－ 22：16．61
 17．1�
44 メイショウミツボシ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 478－ 2 〃 クビ 47．6�
77 トウキョウタフガイ 牡5鹿 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 474＋ 82：16．81
 94．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 65，231，200円 複勝： 64，187，500円 枠連： 24，669，400円
馬連： 129，157，600円 馬単： 68，597，700円 ワイド： 71，284，800円
3連複： 157，399，300円 3連単： 331，275，700円 計： 911，803，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 230円 � 170円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 520円 �� 320円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 652312 的中 � 197474（1番人気）
複勝票数 計 641875 的中 � 164144（1番人気）� 55680（6番人気）� 94949（3番人気）
枠連票数 計 246694 的中 （2－8） 38108（2番人気）
馬連票数 計1291576 的中 �� 70517（7番人気）
馬単票数 計 685977 的中 �� 25733（7番人気）
ワイド票数 計 712848 的中 �� 34305（7番人気）�� 61132（2番人気）�� 21846（12番人気）
3連複票数 計1573993 的中 ��� 43801（9番人気）
3連単票数 計3312757 的中 ��� 23836（31番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．7―13．6―13．0―12．5―12．2―12．1―11．6―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．1―38．8―52．4―1：05．4―1：17．9―1：30．1―1：42．2―1：53．8―2：04．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルティン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．31 新潟1着

2012．3．4生 �4栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 9戦4勝 賞金 38，192，000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。



（28京都5）第3日 11月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 156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

290，020，000円
2，530，000円
17，300，000円
1，670，000円
28，550，000円
61，793，000円
4，755，200円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
477，324，500円
687，826，400円
222，197，600円
1，071，558，500円
550，463，800円
566，281，500円
1，384，986，900円
2，388，094，600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 7，348，733，800円

総入場人員 19，714名 （有料入場人員 18，471名）
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