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オッズ・
単勝
人気

2801310月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走9時55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

11 グランジャー 牡2栗 55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526－ 21：55．4 2．7�
33 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 490＋101：56．14 11．5�
57 アークマイニング 牝2栗 54 国分 恭介門野 文典氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 490－101：56．42 32．2�
56 デューズワイルズ 牡2黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 478± 01：56．72 1．7�
813 テイエムハートダン 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 490＋ 41：56．91� 298．2�

812 クイーンオブスカイ 牝2鹿 54 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452± 01：57．75 55．4	

44 タイセイフラム 牝2鹿 54 幸 英明田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 426－ 61：58．44 84．2

45 マイネルブランブル 牡2芦 55

54 ☆松若 風馬 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 510－ 61：59．14 37．8�

69 テトラコード 牡2鹿 55
53 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 芳住 鉄兵 480＋ 6 〃 クビ 21．5

68 シゲルクロカジキ 牡2鹿 55
52 ▲�島 克駿森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 490± 01：59．63 41．6�

711 トウシンゼファー 牡2鹿 55 川原 正一�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－ 42：00．34 29．3�
（兵庫）

22 ス ラ ッ シ ュ 牡2鹿 55 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 浦河 冨岡牧場 450＋242：00．4クビ 100．2�
710 アムロタイプ 牡2鹿 55 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 442＋ 22：01．25 49．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，874，200円 複勝： 47，209，700円 枠連： 12，157，500円
馬連： 50，334，400円 馬単： 33，352，000円 ワイド： 30，027，900円
3連複： 71，206，500円 3連単： 121，690，000円 計： 386，852，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 180円 � 440円 � 1，300円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，370円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 10，910円 3 連 単 ��� 31，810円

票 数

単勝票数 計 208742 的中 � 61156（2番人気）
複勝票数 計 472097 的中 � 85610（2番人気）� 25676（3番人気）� 7679（7番人気）
枠連票数 計 121575 的中 （1－3） 5933（5番人気）
馬連票数 計 503344 的中 �� 34056（3番人気）
馬単票数 計 333520 的中 �� 15931（4番人気）
ワイド票数 計 300279 的中 �� 19734（3番人気）�� 5435（13番人気）�� 1762（29番人気）
3連複票数 計 712065 的中 ��� 4892（25番人気）
3連単票数 計1216900 的中 ��� 2773（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．6―49．6―1：03．1―1：16．0―1：29．0―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3
・（7，8，13）10，1（6，9，12）2（3，11）5－4
7（13，6）（1，5）－（2，10，3）12，9（8，11）4

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

勝馬の
紹 介

グランジャー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．21 阪神4着

2013．1．17生 牡2栗 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アムロタイプ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月11日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2801410月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時25分（番組第3競走を順序変更） （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
2：00．3
1：59．9

良
良

66 エ キ ド ナ 牝2青鹿54 幸 英明�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 484－102：02．3 1．7�
55 エルリストン 牡2黒鹿55 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 490－ 82：02．4� 2．7�
11 オンザロックス 牡2鹿 55 川原 正一稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 464＋ 22：02．71� 13．4�
（兵庫）

33 ウインテンダネス 牡2栗 55
52 ▲加藤 祥太�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 472± 02：03．12� 49．3�

77 レッドウィズダム 牡2鹿 55 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 494－ 22：03．2� 6．2�
44 イッツマイシャウト 牡2栗 55 和田 竜二飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 472＋ 62：03．52 56．4	
22 キングラディウス 牡2栗 55

54 ☆松若 風馬菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B458＋142：04．13� 48．5

88 イルミオクオーレ 牡2黒鹿55 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 日高 三城牧場 422± 02：04．2� 35．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，008，600円 複勝： 53，921，100円 枠連： 発売なし
馬連： 47，330，800円 馬単： 32，542，900円 ワイド： 26，003，800円
3連複： 57，717，200円 3連単： 144，351，600円 計： 386，876，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 120円 �� 300円 �� 350円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，300円

票 数

単勝票数 計 250086 的中 � 112045（1番人気）
複勝票数 計 539211 的中 � 366385（1番人気）� 71999（2番人気）� 26420（4番人気）
馬連票数 計 473308 的中 �� 181797（1番人気）
馬単票数 計 325429 的中 �� 71337（1番人気）
ワイド票数 計 260038 的中 �� 82425（1番人気）�� 16595（4番人気）�� 13560（5番人気）
3連複票数 計 577172 的中 ��� 77787（2番人気）
3連単票数 計1443516 的中 ��� 80164（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．4―13．3―12．6―11．9―11．5―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―38．1―51．4―1：04．0―1：15．9―1：27．4―1：38．8―1：50．4

コーナー
通過順位

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

2
4
1，6，8（2，3）7，5，4
6，5，3（8，7）1－（2，4）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ キ ド ナ �

父 スタチューオブリバティ �


母父 Dayjur デビュー 2015．7．5 中京3着

2013．4．13生 牝2青鹿 母 マ ー ゴ ー ン 母母 Whispered Secret 6戦1勝 賞金 13，550，000円
※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。

第４回 京都競馬 第２日



2801510月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時55分（番組第2競走を順序変更） （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：20．3

良
良

510 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 494－ 41：22．2 10．9�
11 タガノガジュマル 牡2黒鹿55 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 428－ 2 〃 クビ 55．5�
23 ファインニードル 牡2鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 41：22．3� 6．6�
59 ヤマニンラファール 牡2鹿 55 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 452± 01：22．51� 250．9�
12 フィールドシャルム 牡2鹿 55 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 2 〃 アタマ 4．4�
47 ア ウ ズ 牡2栗 55 松田 大作杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 458＋ 21：22．71� 29．7�
816 スマートスペクター 牡2鹿 55 池添 謙一大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 434－ 2 〃 クビ 8．6	
611 ジョーマイク 牡2栗 55 松山 弘平上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 464－ 21：22．9	 4．8

36 クリノサンスーシ 牝2鹿 54

52 △城戸 義政栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 440± 01：23．21	 28．3�
48 ル ミ ノ ー ル 牡2黒鹿55 幸 英明薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 462± 01：23．3	 12．5�
24 ライトブリンガー 牡2栗 55

52 ▲
島 克駿日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 458± 0 〃 クビ 153．7�
612 コパノスウィープ 牡2栗 55

53 △義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 460± 01：23．4クビ 72．1�
815 ペガサスバローズ 牡2栗 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：24．14 3．9�
35 ポッドシルビア 牝2青鹿54 筒井 勇介小川眞査雄氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 432± 01：24．63 76．6�

（笠松）

714 ラガーエミリー 牝2黒鹿54 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 岡田 猛 466± 01：24．81� 444．7�
713 シゲルイブリカマス 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 444－ 41：24．9クビ 390．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，353，100円 複勝： 38，666，300円 枠連： 17，414，500円
馬連： 59，328，400円 馬単： 30，796，300円 ワイド： 35，501，900円
3連複： 90，159，800円 3連単： 102，209，100円 計： 400，429，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 330円 � 1，070円 � 230円 枠 連（1－5） 2，440円

馬 連 �� 21，790円 馬 単 �� 46，940円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 1，280円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 36，170円 3 連 単 ��� 302，450円

票 数

単勝票数 計 263531 的中 � 19167（6番人気）
複勝票数 計 386663 的中 � 30564（6番人気）� 7947（10番人気）� 52056（4番人気）
枠連票数 計 174145 的中 （1－5） 5512（12番人気）
馬連票数 計 593284 的中 �� 2110（51番人気）
馬単票数 計 307963 的中 �� 492（100番人気）
ワイド票数 計 355019 的中 �� 2150（39番人気）�� 7352（17番人気）�� 2597（33番人気）
3連複票数 計 901598 的中 ��� 1869（101番人気）
3連単票数 計1022091 的中 ��� 245（732番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―47．0―59．2―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビナイーグル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2015．8．22 新潟4着

2013．2．18生 牡2鹿 母 シャークブロード 母母 ラヴロバリー 3戦1勝 賞金 6，100，000円
※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。

2801610月11日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27京都4）第2日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．4良・良

78 � ヒルノマドリード 牡6黒鹿60 西谷 誠�ヒルノ 昆 貢 浦河 �川 啓一 518＋ 43：32．5 2．0�
44 ダンツメガヒット �3栗 58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492＋ 83：32．71	 7．2�
55 ダンツミュータント 牡6青鹿62 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 438＋ 6 〃 アタマ 4．7�
11 メイショウセイウン 牡4栗 60 植野 貴也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 492＋ 23：33．02 19．1�
66 ワールドマッチ 牡4栗 60 林 満明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 492＋ 43：33．21
 10．8	
810 グリッターウイング 牡8栗 60 平沢 健治吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 516－103：33．3クビ 9．3

22 ドクタールキア 牝5鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 468－ 23：34．25 94．2�
89 � カシノデューク 牡6栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 488－ 63：34．94 62．1�
77 エ ー ス ワ ン 牡4鹿 60 小野寺祐太榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 480－ 23：36．6大差 179．5
33 ミヤコデラックス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B472＋ 4 （競走中止） 7．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，572，600円 複勝： 21，512，900円 枠連： 9，256，800円
馬連： 39，803，000円 馬単： 23，935，100円 ワイド： 19，842，100円
3連複： 53，510，800円 3連単： 94，606，600円 計： 282，039，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（4－7） 830円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 330円 �� 280円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 4，880円

票 数

単勝票数 計 195726 的中 � 75483（1番人気）
複勝票数 計 215129 的中 � 64302（1番人気）� 26043（4番人気）� 32811（2番人気）
枠連票数 計 92568 的中 （4－7） 8601（4番人気）
馬連票数 計 398030 的中 �� 37731（3番人気）
馬単票数 計 239351 的中 �� 14369（3番人気）
ワイド票数 計 198421 的中 �� 15506（3番人気）�� 19051（1番人気）�� 8306（9番人気）
3連複票数 計 535108 的中 ��� 29414（2番人気）
3連単票数 計 946066 的中 ��� 14027（7番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．6－3F 38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノマドリード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ リ シ オ

2009．4．25生 牡6黒鹿 母 ゴールドグレース 母母 グレースウーマン 障害：3戦2勝 賞金 21，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ミヤコデラックス号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。



2801710月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：46．5
1：45．9

良
良

33 アグネススターダム 牡2栗 55
54 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 456 ―1：49．5 14．2�

55 パーシーズベスト 牝2黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460 ―1：49．6� 1．7�
11 ダンツペレット 牡2芦 55 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：49．7� 5．8�
810 ルドルフィーナ 牡2青鹿55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 466 ―1：49．8クビ 12．4�
89 ヒ ワ ラ ニ 牝2鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 474 ―1：49．9� 5．7	
66 エ イ ム 牡2青鹿55 筒井 勇介ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 460 ―1：50．11� 14．6


（笠松）

78 ビームオブホープ 牡2青鹿55 小牧 太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 472 ―1：50．31� 25．2�
77 クリノエディンバラ 牝2鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 446 ―1：50．72� 79．0�

（クリノシノン）

22 ダ イ ト カ イ 牝2鹿 54 藤岡 康太市川 義美氏 牧田 和弥 日高 オリオンファーム 428 ―1：50．8� 23．8
44 エンパイアソウル 牝2鹿 54 川島 信二�ターフ・スポート荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 460 ―1：52．29 36．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，387，000円 複勝： 38，554，600円 枠連： 10，708，500円
馬連： 45，644，500円 馬単： 31，885，700円 ワイド： 26，593，900円
3連複： 55，972，900円 3連単： 110，762，800円 計： 346，509，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 210円 � 110円 � 160円 枠 連（3－5） 1，410円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 390円 �� 780円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 17，560円

票 数

単勝票数 計 263870 的中 � 14774（5番人気）
複勝票数 計 385546 的中 � 24059（5番人気）� 203588（1番人気）� 38243（3番人気）
枠連票数 計 107085 的中 （3－5） 5879（5番人気）
馬連票数 計 456445 的中 �� 28151（4番人気）
馬単票数 計 318857 的中 �� 5846（14番人気）
ワイド票数 計 265939 的中 �� 16782（4番人気）�� 7598（12番人気）�� 34244（1番人気）
3連複票数 計 559729 的中 ��� 24366（4番人気）
3連単票数 計1107628 的中 ��� 4572（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．8―49．4―1：02．1―1：14．5―1：26．8―1：38．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネススターダム �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2013．3．26生 牡2栗 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2801810月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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
1：09．1
1：08．7

重
重

11 マートンパーク 牝3鹿 53
50 ▲�島 克駿�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 498＋ 41：12．8 5．5�

611 グラッブユアコート 牝3鹿 53 幸 英明�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 1．8�
47 グリューヴァイン 牝3栗 53 川須 栄彦 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 464－ 81：13．11� 8．3�
22 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 53 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 418＋ 8 〃 ハナ 12．0�
814 オールオブユー 牝3栗 53 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 4 〃 ハナ 14．8	
46 � メイショウルナ 牝4鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 498＋ 4 〃 ハナ 29．2

59 ウォーターメアヌイ 牝3鹿 53 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 426＋ 41：13．2� 101．4�
34 ボストンサクラ 牝6黒鹿 55

53 △義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454＋101：13．3クビ 54．8�
35 ヒデノヒロイン 牝4芦 55

54 ☆松若 風馬大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 452＋101：13．4	 9．5

58 � エンプレスペスカ 牝4青鹿55 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 482＋ 41：13．72 34．7�
815 ブラックショコラ 牝3黒鹿 53

50 ▲加藤 祥太�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 476＋201：13．8	 176．8�
610� リナクリスタル 牝4鹿 55 筒井 勇介ザ・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 470＋241：13．9クビ 48．8�
（笠松）

23 シゲルハナガサ 牝3栗 53 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 450＋ 21：14．11
 76．2�
712 ウォーターワルツ 牝4栗 55 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 500＋ 2 〃 クビ 389．4�
713� コパノハート 牝3鹿 53 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 444－ 61：14．52	 43．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，551，000円 複勝： 53，694，300円 枠連： 16，773，600円
馬連： 67，132，500円 馬単： 39，131，700円 ワイド： 42，396，000円
3連複： 95，967，100円 3連単： 142，045，500円 計： 486，691，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 110円 � 210円 枠 連（1－6） 580円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 280円 �� 630円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 8，110円

票 数

単勝票数 計 295510 的中 � 42478（2番人気）
複勝票数 計 536943 的中 � 56468（2番人気）� 261357（1番人気）� 35738（4番人気）
枠連票数 計 167736 的中 （1－6） 22379（2番人気）
馬連票数 計 671325 的中 �� 89956（1番人気）
馬単票数 計 391317 的中 �� 19637（5番人気）
ワイド票数 計 423960 的中 �� 42594（2番人気）�� 15695（6番人気）�� 29465（3番人気）
3連複票数 計 959671 的中 ��� 52515（1番人気）
3連単票数 計1420455 的中 ��� 12691（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．7―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．5
3 15，2，13（5，10，14）（1，11）（4，8，9）（3，6）7－12 4 ・（15，2）13（5，14）（1，10，11）4（3，9）8，6，7－12

勝馬の
紹 介

マートンパーク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．4．19 阪神4着

2012．3．15生 牝3鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 5戦2勝 賞金 16，150，000円
※出走取消馬 ウェディングラン号（疾病〔左寛跛行〕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。
（非抽選馬） 1頭 キュークッキング号
※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。



2801910月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

57 モ ズ ス タ ー 牡4鹿 57
55 △義 英真 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 宮内牧場 484＋141：52．2 2．8�

11 � タ イ マ ツ リ 牡4黒鹿57 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 464＋12 〃 アタマ 12．7�
33 アースシンフォニー 牡3鹿 55 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B482＋ 61：54．4大差 15．5�
34 フィールドリアン 牡3黒鹿55 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 464＋ 41：54．5� 10．2�
610 オイルタウン 牡3栗 55 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 456－ 21：54．6� 7．2�
58 ビクトリーミノル 牡3栗 55 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484± 01：54．7� 27．9	
46 ゲームフェイス 牡5芦 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B548＋ 61：54．8クビ 18．3

711 ミスターベアー 牡3栗 55 高倉 稜岡 浩二氏 石橋 守 熊本 村山 光弘 504＋ 41：55．01� 264．5�
712 ビタミンエース 牡4鹿 57 古川 吉洋村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 500－ 41：55．21 22．2�
69 メイショウクオン 牡3鹿 55

53 △城戸 義政松本 好氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 502＋ 2 〃 ハナ 8．7�
813 ネオヴァリアント 牡4鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 488＋ 61：55．52 8．4�
22 スリースペシャル �5鹿 57

54 ▲加藤 祥太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 472± 01：56．67 141．1�
45 チョウテッパン 牡4栗 57 菱田 裕二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 498－ 61：56．91	 125．0�
814 ダイメイコンドル 牡3黒鹿55 池添 謙一宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 526＋ 81：57．11
 7．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，633，400円 複勝： 34，169，400円 枠連： 20，679，900円
馬連： 66，467，400円 馬単： 30，135，000円 ワイド： 35，302，100円
3連複： 88，876，000円 3連単： 110，485，000円 計： 410，748，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 320円 � 340円 枠 連（1－5） 1，870円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 690円 �� 940円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 25，110円

票 数

単勝票数 計 246334 的中 � 69921（1番人気）
複勝票数 計 341694 的中 � 67280（1番人気）� 25017（7番人気）� 22755（8番人気）
枠連票数 計 206799 的中 （1－5） 8530（7番人気）
馬連票数 計 664674 的中 �� 28556（6番人気）
馬単票数 計 301350 的中 �� 8773（4番人気）
ワイド票数 計 353021 的中 �� 13637（4番人気）�� 9683（9番人気）�� 4612（32番人気）
3連複票数 計 888760 的中 ��� 9366（24番人気）
3連単票数 計1104850 的中 ��� 3190（58番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．6―12．8―13．1―12．6―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．8―48．6―1：01．7―1：14．3―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モ ズ ス タ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Danehill デビュー 2014．1．18 京都9着

2011．4．24生 牡4鹿 母 ローランデイン 母母 Touch of Magic 10戦3勝 賞金 23，480，000円

2802010月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ブルミラコロ 牡3鹿 55 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 506＋ 21：24．4 2．9�
48 ラインシュナイダー 牡3鹿 55 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 458＋ 21：24．72 6．3�
23 コロマンデル 牡3黒鹿 55

52 ▲�島 克駿吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：24．91� 5．5�
816� ベ ッ ク 牡4栗 57 菱田 裕二細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 504＋ 21：25．21	 3．4�
12 アダムズアップル 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 516＋ 41：25．3
 15．4�
59 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 488－ 2 〃 アタマ 133．7�
11 スマイルフォース 牡3鹿 55 小牧 太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 458± 0 〃 アタマ 69．1	
611 アイアムナチュラル 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 518＋ 21：25．4クビ 12．7

24 リスヴェリアート 牡5鹿 57 高倉 稜�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 456＋141：25．5	 67．9�
713� スリーヴェスタ 牡4青鹿 57

54 ▲加藤 祥太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 514－ 81：26．35 419．6
510� メイショウトリトン 牡5黒鹿57 和田 竜二松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 468＋ 41：26．4	 77．9�
35 � アグリナデシコ 牝4黒鹿55 藤懸 貴志アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 438－ 21：26．5
 363．3�
714 サンセットビーチ 牡3鹿 55 川原 正一 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 432＋ 21：26．71
 232．4�

（兵庫）

47 カフジイーグル 牡3栗 55 藤岡 康太加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 488－ 31：26．8
 16．8�
612 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 496± 0 〃 クビ 139．3�
815 クァンタムギア 牡4黒鹿57 松田 大作廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B476＋ 61：27．33 56．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，516，000円 複勝： 51，496，400円 枠連： 21，428，400円
馬連： 96，528，600円 馬単： 45，564，800円 ワイド： 46，537，500円
3連複： 118，831，200円 3連単： 179，091，700円 計： 593，994，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 180円 � 160円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 450円 �� 340円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 5，330円

票 数

単勝票数 計 345160 的中 � 92260（1番人気）
複勝票数 計 514964 的中 � 107681（2番人気）� 66144（4番人気）� 79246（3番人気）
枠連票数 計 214284 的中 （3－4） 24539（3番人気）
馬連票数 計 965286 的中 �� 87731（3番人気）
馬単票数 計 455648 的中 �� 22339（4番人気）
ワイド票数 計 465375 的中 �� 25882（6番人気）�� 35993（2番人気）�� 27254（5番人気）
3連複票数 計1188312 的中 ��� 69771（3番人気）
3連単票数 計1790917 的中 ��� 24359（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．0―47．2―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．2
3 ・（6，11）8（4，2）（9，7，12）（1，3）（10，15）（5，16）13－14 4 ・（6，11）8（4，2）（9，7）3，1，12（10，16）（5，15）13－14

勝馬の
紹 介

ブルミラコロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．2．14 京都2着

2012．4．27生 牡3鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 4戦2勝 賞金 16，000，000円
※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。



2802110月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

711 ウインミレーユ 牝2黒鹿54 池添 謙一�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 21：22．1 4．3�
69 メ ジ ェ ル ダ 牝2鹿 54 古川 吉洋�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 440＋ 4 〃 ハナ 4．3�
45 タガノヴィアーレ 牝2栗 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526－ 61：22．31� 5．2�
610 アラモアナワヒネ 牝2栗 54 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 452＋ 2 〃 クビ 13．7�
11 � ジープルメリア 牝2黒鹿54 和田 竜二 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

446＋ 61：22．61	 4．6	
57 
 コパノディール 牝2黒鹿54 義 英真小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 420－ 4 〃 アタマ 141．2

22 � ド ナ ル チ ア 牝2栗 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

410＋ 41：22．7クビ 11．3�
814 オ フ ク ヒ メ 牝2黒鹿54 浜中 俊山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 436－ 41：23．02 10．9�
34 スノードリーム 牝2芦 54 田中 博康三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 442－ 21：23．21� 28．1
46 ブンブンブラウ 牝2鹿 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 444＋ 2 〃 ハナ 18．9�
33 
 コパノミライ 牝2鹿 54 高倉 稜小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 446－141：23．3クビ 111．9�
712� ウメマツサクラ 牝2鹿 54 川原 正一木村 信彦氏 住吉 朝男 日高 道見牧場 444－ 51：23．83 86．2�

（兵庫） （兵庫）

813 オウケンダイヤ 牝2黒鹿54 松若 風馬福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 388－ 6 〃 クビ 73．1�
58 � ハッピーガール 牝2鹿 54 筒井 勇介�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 412－ 21：25．18 296．3�

（笠松） （笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，122，200円 複勝： 55，917，800円 枠連： 26，108，400円
馬連： 120，664，900円 馬単： 56，339，900円 ワイド： 56，114，400円
3連複： 151，700，000円 3連単： 205，801，100円 計： 714，768，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 160円 � 160円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 480円 �� 520円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 421222 的中 � 78066（1番人気）
複勝票数 計 559178 的中 � 76678（4番人気）� 89457（3番人気）� 91431（2番人気）
枠連票数 計 261084 的中 （6－7） 26051（2番人気）
馬連票数 計1206649 的中 �� 87253（1番人気）
馬単票数 計 563399 的中 �� 22492（1番人気）
ワイド票数 計 561144 的中 �� 30461（2番人気）�� 27817（3番人気）�� 26328（6番人気）
3連複票数 計1517000 的中 ��� 48601（3番人気）
3連単票数 計2058011 的中 ��� 14775（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．1―47．9―59．5―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 ・（9，10）14，11（5，6，12）（2，1）（7，13）－3－（4，8） 4 9，10，11，14，5（2，6）1（7，12）（3，4，13）－8

勝馬の
紹 介

ウインミレーユ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．8 新潟1着

2013．3．27生 牝2黒鹿 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ 3戦2勝 賞金 17，301，000円
※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。

2802210月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

き よ た き

清 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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

77 タイセイアプローズ 牡3鹿 55 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 460＋ 41：46．3 3．4�
11 ブランドベルグ 牡3青鹿55 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 478＋ 81：46．62 3．7�
78 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 57 浜中 俊名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 462－ 21：46．91� 3．8�
89 ヒロノプリンス 牡5鹿 57 和田 竜二サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 458± 01：47．11	 22．7�
44 アドマイヤツヨシ 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 2 〃 ハナ 10．8�
55 ディープウェーブ 牡5青鹿57 
島 克駿万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 61：47．2� 16．1	
33 キンショータイム 牡5栗 57 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 494－ 61：47．41	 158．0

66 � メラグラーナ 牝3鹿 51 松若 風馬吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 510± 0 〃 ハナ 5．1�
22 ショウナンラムジ 牡6鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 504± 01：49．4大差 41．2�
810 ヴァリアシオン 牡6鹿 57 幸 英明 サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488＋ 41：50．57 86．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 38，060，900円 複勝： 42，863，000円 枠連： 25，670，200円
馬連： 113，796，100円 馬単： 60，427，400円 ワイド： 45，993，600円
3連複： 137，532，000円 3連単： 258，041，000円 計： 722，384，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（1－7） 310円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 340円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 380609 的中 � 87765（1番人気）
複勝票数 計 428630 的中 � 92434（1番人気）� 89206（2番人気）� 76353（3番人気）
枠連票数 計 256702 的中 （1－7） 62617（1番人気）
馬連票数 計1137961 的中 �� 158120（1番人気）
馬単票数 計 604274 的中 �� 39954（2番人気）
ワイド票数 計 459936 的中 �� 53450（1番人気）�� 42070（2番人気）�� 32508（4番人気）
3連複票数 計1375320 的中 ��� 140548（1番人気）
3連単票数 計2580410 的中 ��� 53866（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．3―11．6―12．2―12．0―12．6―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―35．6―47．2―59．4―1：11．4―1：24．0―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイアプローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．10．26 京都1着

2012．2．18生 牡3鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン 9戦3勝 賞金 40，228，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァリアシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月11日まで平地競

走に出走できない。

２レース目



2802310月11日 曇 良 （27京都4）第2日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

24 ビッグアーサー 牡4鹿 57 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 522－ 61：06．7 1．7�
11 マコトナワラタナ 牝6鹿 54 酒井 学�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 448－ 81：07．23 47．2�
713 ウイングザムーン 牝6鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 490－ 81：07．41 25．3�
612 ネ ロ 牡4栗 56 浜中 俊西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 466＋ 2 〃 ハナ 6．8�
510 ミッキーラブソング 牡4黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 12．6	
47 メイショウツガル 牡7鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 466± 01：07．61	 113．9

714 キングオブロー 牡6鹿 56 松田 大作田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 494＋ 21：07．7
 132．3�
36 � エイシンゴージャス 牝4鹿 54 松若 風馬�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams

& Sheilah Adams 536－ 81：07．8クビ 23．3�
35 ジャストドゥイング 牡3鹿 54 川島 信二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538－ 21：08．12 24．1
48 バ ー バ ラ 牝6黒鹿55 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 B440＋ 41：08．2	 6．5�
23 ニ ザ エ モ ン 牡7黒鹿56 岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 468－ 2 〃 アタマ 168．0�
611� サトノデプロマット 牡5黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 518＋ 21：08．3	 59．6�
59 � ヘニーハウンド 牡7栗 57 菱田 裕二林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 510＋ 6 〃 クビ 29．4�
815� ルチャドルアスール 6黒鹿56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 494－ 21：08．4クビ 20．7�
816 メイショウイザヨイ 牝6鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 510－ 21：08．82	 237．2�
12 サカジロロイヤル 牡7黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 522＋ 21：09．12 76．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 96，342，600円 複勝： 146，319，700円 枠連： 69，405，500円
馬連： 325，156，300円 馬単： 175，960，200円 ワイド： 133，381，700円
3連複： 448，297，100円 3連単： 884，811，500円 計： 2，279，674，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 570円 � 460円 枠 連（1－2） 1，800円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 760円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 45，290円

票 数

単勝票数 計 963426 的中 � 453237（1番人気）
複勝票数 計1463197 的中 � 723992（1番人気）� 35643（10番人気）� 45921（6番人気）
枠連票数 計 694055 的中 （1－2） 29778（8番人気）
馬連票数 計3251563 的中 �� 81602（10番人気）
馬単票数 計1759602 的中 �� 37517（12番人気）
ワイド票数 計1333817 的中 �� 33745（10番人気）�� 46911（4番人気）�� 6060（49番人気）
3連複票数 計4482971 的中 ��� 27453（38番人気）
3連単票数 計8848115 的中 ��� 14164（129番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．6―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―32．9―44．1―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．4―3F33．8
3 12（2，15）（3，16）4－（1，6）5，11，8（7，13）（10，9）14 4 12（2，15）（3，4）16，1－6，5（7，11）（8，13）（10，9）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．4．13 福島1着

2011．3．18生 牡4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 7戦6勝 賞金 102，809，000円
〔その他〕 サカジロロイヤル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サカジロロイヤル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年11月11日まで出走できない。

2802410月11日 晴 良 （27京都4）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

23 ネヴァーハーツ 牝6栃栗55 藤岡 康太廣崎利洋HD� 野中 賢二 新冠 川上牧場 484＋ 81：24．4 32．8�
12 リュクスメジャー 牝6栗 55 秋山真一郎田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 41：24．61� 4．7�
24 マーティンオート 牝5鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 490－ 81：24．81� 17．3�
611 カネトシビバーチェ 牝4鹿 55 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 460＋ 2 〃 クビ 2．8�
510 キングベイビー 牝5黒鹿 55

52 ▲�島 克駿前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－101：24．9	 5．9�

815 マ ユ キ 牝4栗 55 川原 正一稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 480－ 21：25．0クビ 9．2	
（兵庫）

48 テーオーレイチェル 牝5芦 55
52 ▲加藤 祥太小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450＋ 6 〃 クビ 20．6

713 レッドセイリング 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500± 01：25．21� 21．9�
816
 タンスチョキン 牝5鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 488－ 61：25．41� 62．1�
612 アグネスダリム 牝6栗 55

54 ☆松若 風馬渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468＋ 61：25．71� 51．8
47 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 53 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 474± 0 〃 クビ 41．2�
35 タキオンレディー 牝3栗 53

52 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452－101：25．8クビ 8．6�
714 サカジロヴィグラス 牝4黒鹿 55

53 △義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 518＋ 21：26．12 35．8�
59 スマートロデム 牝5鹿 55 小林 徹弥大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社

松田牧場 478＋181：26．2クビ 390．2�
36 
 サンマルビューティ 牝5黒鹿55 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 460－ 41：26．52 183．6�
11 ショウナンランパダ 牝4鹿 55 酒井 学国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460± 01：26．81	 69．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，116，800円 複勝： 74，034，200円 枠連： 39，341，600円
馬連： 200，942，400円 馬単： 72，224，400円 ワイド： 81，315，500円
3連複： 229，579，100円 3連単： 329，242，300円 計： 1，079，796，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 780円 � 210円 � 440円 枠 連（1－2） 2，190円

馬 連 �� 7，670円 馬 単 �� 18，320円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 4，330円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 25，850円 3 連 単 ��� 203，140円

票 数

単勝票数 計 531168 的中 � 12950（9番人気）
複勝票数 計 740342 的中 � 21478（10番人気）� 110782（2番人気）� 41710（6番人気）
枠連票数 計 393416 的中 （1－2） 13892（10番人気）
馬連票数 計2009424 的中 �� 21570（25番人気）
馬単票数 計 722244 的中 �� 2956（61番人気）
ワイド票数 計 813155 的中 �� 8387（28番人気）�� 4762（46番人気）�� 15484（12番人気）
3連複票数 計2295791 的中 ��� 6659（85番人気）
3連単票数 計3292423 的中 ��� 1175（579番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―34．5―46．9―59．2―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．5
3 ・（7，13）（14，8）（5，11，10）（1，15）4（6，12）9，2（3，16） 4 ・（7，13）（14，8，11）5（4，10）（1，15）（6，12）（9，3）2，16

勝馬の
紹 介

ネヴァーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2011．10．23 京都5着

2009．4．19生 牝6栃栗 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング 23戦4勝 賞金 41，650，000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 カシノインカローズ号
※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。

４レース目



（27京都4）第2日 10月11日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

216，950，000円
2，080，000円
9，540，000円
1，280，000円
19，900，000円
62，404，000円
4，690，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
436，538，400円
658，359，400円
268，944，900円
1，233，129，300円
632，295，400円
579，010，400円
1，599，349，700円
2，683，138，200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 8，090，765，700円

総入場人員 22，730名 （有料入場人員 21，266名）
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