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2808510月31日 晴 良 （27京都4）第8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）

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

22 クロースフレンド 牝2黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 432＋161：26．1 3．9�
33 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 446＋ 41：26．2� 35．0�
79 オールスマイル 牝2青鹿54 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：26．41� 97．6�
812 クリスタルキャノン 牝2芦 54

53 ☆松若 風馬飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：26．82� 24．7�
67 ツースターク 牝2鹿 54 菱田 裕二宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 444－ 21：27．22� 27．5�
710 シャウトオブジョイ 牝2黒鹿54 蛯名 正義前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 512± 01：27．52 5．4�
44 ライディングハイ 牝2鹿 54 小牧 太	下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 484± 01：27．6クビ 9．8

11 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 424－ 21：28．02� 126．3�
55 シルヴィーボーテ 牝2鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 466＋ 8 〃 アタマ 19．9�
811 ミヤビキラリ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 高橋 修 460＋ 21：28．74 51．1
68 ラフェデビジュー 牝2芦 54 福永 祐一飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：30．08 2．2�
56 ロングブリオ 牝2鹿 54 北村 友一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム B464＋ 4 〃 クビ 12．9�
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売 得 金
単勝： 19，706，000円 複勝： 34，023，700円 枠連： 10，031，800円
馬連： 43，703，500円 馬単： 24，675，800円 ワイド： 25，144，800円
3連複： 61，927，600円 3連単： 88，760，800円 計： 307，974，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 970円 � 2，660円 枠 連（2－3） 5，100円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 5，890円 �� 23，550円

3 連 複 ��� 102，980円 3 連 単 ��� 374，130円

票 数

単勝票数 計 197060 的中 � 40306（2番人気）
複勝票数 計 340237 的中 � 59076（2番人気）� 8032（9番人気）� 2791（12番人気）
枠連票数 計 100318 的中 （2－3） 1524（16番人気）
馬連票数 計 437035 的中 �� 7049（18番人気）
馬単票数 計 246758 的中 �� 2337（29番人気）
ワイド票数 計 251448 的中 �� 4664（17番人気）�� 1089（41番人気）�� 270（62番人気）
3連複票数 計 619276 的中 ��� 451（138番人気）
3連単票数 計 887608 的中 ��� 172（610番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．6―13．4―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―34．3―46．9―1：00．3―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロースフレンド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．20 阪神4着

2013．4．28生 牝2黒鹿 母 マルカフレンドリー 母母 フレンドリービューティ 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

2808610月31日 晴 良 （27京都4）第8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

11 スナークレッド 牡2鹿 55 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 484＋ 81：55．6 17．9�
88 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＋ 61：56．13 1．7�
77 ベルウッドエフディ 牡2黒鹿55 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 450＋ 21：56．63 7．2�
44 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 506－ 21：56．7クビ 15．0�
33 ガ ウ ェ イ ン 牡2鹿 55 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 490－ 61：57．55 20．3�
66 ミスターウインディ 牡2黒鹿55 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 494＋ 21：57．81� 74．7	
55 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 488－ 21：58．01 3．0

22 テイエムボンドン 牡2鹿 55 A．シュタルケ 竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 458－ 62：00．0大差 25．7�

（独）
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売 得 金
単勝： 17，777，500円 複勝： 38，221，200円 枠連： 発売なし
馬連： 35，762，200円 馬単： 24，625，500円 ワイド： 18，573，000円
3連複： 40，837，300円 3連単： 94，645，400円 計： 270，442，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 300円 � 110円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，240円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 20，280円

票 数

単勝票数 計 177775 的中 � 7934（5番人気）
複勝票数 計 382212 的中 � 10276（5番人気）� 264608（1番人気）� 18964（3番人気）
馬連票数 計 357622 的中 �� 16894（6番人気）
馬単票数 計 246255 的中 �� 4516（13番人気）
ワイド票数 計 185730 的中 �� 7065（7番人気）�� 3459（15番人気）�� 19386（2番人気）
3連複票数 計 408373 的中 ��� 12202（8番人気）
3連単票数 計 946454 的中 ��� 3383（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．3―51．0―1：04．0―1：17．1―1：30．2―1：43．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スナークレッド �

父 ヴァーミリアン �


母父 タイキシャトル デビュー 2015．8．9 小倉12着

2013．3．25生 牡2鹿 母 セイウンクレナイ 母母 ウィンヒストリー 2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。

第４回 京都競馬 第８日



2808710月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

710 エスペランサリュウ 牡2鹿 55 福永 祐一江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 460＋ 21：09．8 2．2�
22 タマモブリリアン 牝2黒鹿54 国分 恭介タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 466± 01：09．9� 4．1�
56 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 462＋ 2 〃 クビ 20．2�
44 ミスズスター 牡2鹿 55 池添 謙一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 448－ 2 〃 アタマ 6．8�
812 ベルフラワー 牝2青鹿54 蛯名 正義 �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 432－ 21：10．0� 13．7	
811 カノヤパリティ 牝2栗 54 岩田 康誠神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 448＋ 41：10．21� 5．5

67 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 456－ 2 〃 クビ 24．3�
79 オーミポルカ 牝2鹿 54 松山 弘平岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 460± 01：10．41 43．2�
33 ク ラ ッ プ ス 牡2黒鹿55 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 460＋ 21：10．61	 97．3
68 ジョウショウキセキ 牡2鹿 55 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 若林 武雄 468－101：10．7� 103．1�
11 バーンスピリット 牝2鹿 54 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 468－ 61：11．12� 83．1�
55 タカイチモン 牝2青鹿54 藤岡 康太西本 資史氏 田中 章博 新冠 川上牧場 422＋ 6 〃 クビ 34．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，668，300円 複勝： 30，218，600円 枠連： 11，038，300円
馬連： 43，850，600円 馬単： 28，304，300円 ワイド： 25，236，600円
3連複： 60，329，200円 3連単： 88，318，300円 計： 307，964，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 330円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 280円 �� 740円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 206683 的中 � 72703（1番人気）
複勝票数 計 302186 的中 � 95284（1番人気）� 44864（3番人気）� 15342（6番人気）
枠連票数 計 110383 的中 （2－7） 15640（2番人気）
馬連票数 計 438506 的中 �� 57316（2番人気）
馬単票数 計 283043 的中 �� 20472（4番人気）
ワイド票数 計 252366 的中 �� 26017（2番人気）�� 8203（8番人気）�� 5953（10番人気）
3連複票数 計 603292 的中 ��� 17865（6番人気）
3連単票数 計 883183 的中 ��� 7967（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―11．8―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―46．7―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスペランサリュウ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2015．7．11 中京5着

2013．4．11生 牡2鹿 母 ディクシーゴールド 母母 ディクシージャズ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ランスタン号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

2808810月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第4競走 ��1，800�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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

78 メイショウメイコウ 牡2青鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 466 ―1：55．0 3．1�
89 ダノンスパーク 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530 ―1：55．32 5．8�
810 オースミハナチャン 牝2栗 54 小牧 太�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500 ―1：55．4クビ 7．9�
33 インヴィジブル 牡2黒鹿55 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：56．67 16．5�
77 キクノテソロ 牡2鹿 55 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 468 ―1：56．81� 71．5�
44 カレンコマンドール 牡2鹿 55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 458 ―1：57．11� 36．2	
66 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 530 ― 〃 ハナ 5．9

55 ランデックアブデル 牡2鹿 55 福永 祐一簗田 満氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム 510 ―1：57．41� 16．3�
22 プラネットブルー 牡2栗 55 岩田 康誠森岡 幸人氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512 ―1：57．72 5．2�
11 ロマンチスト 牡2栗 55 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 530 ―1：58．76 9．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，844，800円 複勝： 24，592，500円 枠連： 8，415，300円
馬連： 35，450，900円 馬単： 20，564，200円 ワイド： 18，954，700円
3連複： 44，174，100円 3連単： 61，953，300円 計： 232，949，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 210円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 390円 �� 450円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 188448 的中 � 48229（1番人気）
複勝票数 計 245925 的中 � 55712（1番人気）� 34849（3番人気）� 26158（5番人気）
枠連票数 計 84153 的中 （7－8） 16472（1番人気）
馬連票数 計 354509 的中 �� 29479（2番人気）
馬単票数 計 205642 的中 �� 9825（2番人気）
ワイド票数 計 189547 的中 �� 13002（2番人気）�� 10989（4番人気）�� 6735（11番人気）
3連複票数 計 441741 的中 ��� 19861（3番人気）
3連単票数 計 619533 的中 ��� 7499（3番人気）

ハロンタイム 12．7―12．5―13．6―13．3―13．1―12．5―12．4―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―38．8―52．1―1：05．2―1：17．7―1：30．1―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイコウ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Pulpit 初出走

2013．4．16生 牡2青鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2808910月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

36 カ ジ ノ ブ ギ 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 460 ―1：35．2 4．3�
59 フォーアライター 牡2青鹿55 浜中 俊 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 1．9�
12 キアロスクーロ 牡2黒鹿55 菱田 裕二水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490 ― 〃 ハナ 57．6�
510 ツーエムレジェンド 牡2栗 55 池添 謙一水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 456 ―1：35．3� 24．3�
612 ユキノロード 牡2鹿 55 北村 友一遠藤 宗義氏 本田 優 日高 川端 正博 518 ―1：35．62 35．3�
11 ナムラムサシ 牡2鹿 55 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 424 ―1：35．7� 7．6	
47 ライジングスター 牡2青 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 460 ―1：35．8� 9．9

815 キーナンバー 牡2栗 55 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 496 ―1：36．12 17．8�
23 ベストワークス 牡2栗 55 小牧 太 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 454 ―1：36．2クビ 25．7�
713 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 444 ―1：36．3� 77．5

（独）

816 トウケイフクキタル 牡2栗 55 国分 優作木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 464 ―1：36．51� 49．8�
611 サウンドスプレッド 牡2鹿 55 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 464 ―1：37．03 91．1�
817 スズカネルソン 牡2鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 456 ―1：37．21� 116．3�
35 ニホンピロマーク 牡2黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 474 ―1：37．3クビ 83．8�
24 フィエスタオーレ 牝2黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436 ―1：37．51� 51．4�
714 キタノタイセツ 牝2鹿 54 松山 弘平福本 次雄氏 作田 誠二 日高 大西ステイブル 414 ―1：37．92� 172．0�
48 サンプライス 牝2青鹿 54

53 ☆松若 風馬加藤 信之氏 千田 輝彦 浦河 山田牧場 454 ―1：38．64 99．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 23，660，000円 複勝： 32，651，200円 枠連： 14，083，600円
馬連： 48，113，500円 馬単： 26，935，000円 ワイド： 27，755，800円
3連複： 62，753，500円 3連単： 84，673，000円 計： 320，625，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 110円 � 760円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 230円 �� 3，510円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 28，050円

票 数

単勝票数 計 236600 的中 � 43755（2番人気）
複勝票数 計 326512 的中 � 47294（2番人気）� 118438（1番人気）� 6023（10番人気）
枠連票数 計 140836 的中 （3－5） 22955（1番人気）
馬連票数 計 481135 的中 �� 79968（1番人気）
馬単票数 計 269350 的中 �� 17095（3番人気）
ワイド票数 計 277558 的中 �� 39015（1番人気）�� 1760（33番人気）�� 2762（22番人気）
3連複票数 計 627535 的中 ��� 6454（20番人気）
3連単票数 計 846730 的中 ��� 2188（76番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．3―12．3―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．7―47．0―59．3―1：11．5―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 ・（2，14）15（1，17）（7，9）（3，5，11）10（6，12）13（4，8）－16 4 2，14（1，15）7（3，9，17）（5，10，11）6，12（13，16）（4，8）

勝馬の
紹 介

カ ジ ノ ブ ギ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．4．16生 牝2鹿 母 ギミーシェルター 母母 オークツリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 トウケイフクキタル号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 カジノブギ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年11月7日から平成27年11月

15日まで騎乗停止。（被害馬：7番・10番）
〔調教再審査〕 トウケイフクキタル号は，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。

2809010月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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

33 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± 01：58．9 23．6�
22 ヒラボクレジェンド 牡4栗 57 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 524＋121：59．53� 4．0�
55 ドラゴンバローズ 牡3栗 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 500± 01：59．71� 12．4�
77 エイシンハドソン 牡4鹿 57 A．シュタルケ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 544＋ 4 〃 クビ 1．5�

（独）

44 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 B484＋ 21：59．91� 14．0�
11 キングカヌヌ 牡3芦 55 M．デムーロ 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 クビ 8．2

66 ウインユニファイド 牡3黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 22：00．21� 52．0�
88 ニホンピロシナバー 牡3青鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 492＋142：00．3� 44．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，592，900円 複勝： 95，466，600円 枠連： 発売なし
馬連： 53，086，200円 馬単： 36，628，900円 ワイド： 27，147，300円
3連複： 56，809，100円 3連単： 144，602，000円 計： 442，333，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 1，400円 � 370円 � 760円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，680円 �� 410円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 48，940円

票 数

単勝票数 計 285929 的中 � 9677（6番人気）
複勝票数 計 954666 的中 � 16712（6番人気）� 74946（2番人気）� 32121（4番人気）
馬連票数 計 530862 的中 �� 10914（11番人気）
馬単票数 計 366289 的中 �� 2590（27番人気）
ワイド票数 計 271473 的中 �� 6192（13番人気）�� 3904（16番人気）�� 18421（5番人気）
3連複票数 計 568091 的中 ��� 5486（23番人気）
3連単票数 計1446020 的中 ��� 2142（123番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．0―13．3―12．6―12．6―12．2―12．3―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．2―30．2―43．5―56．1―1：08．7―1：20．9―1：33．2―1：45．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシャイ 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 Broad Brush デビュー 2015．2．7 京都2着

2012．3．28生 牝3黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 8戦2勝 賞金 20，520，000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。



2809110月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�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
2：22．6
2：22．1

良
良

77 シュヴァルグラン 牡3栗 54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：24．8 1．7�
11 � エイシンアロンジー 牡4鹿 57 A．シュタルケ�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

486＋ 62：25．11	 2．3�
（独）

66 フォントルロイ 牡6鹿 57 松山 弘平大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 500＋ 82：25．31
 21．7�
88 アドマイヤカーリン 牡7青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：25．51
 12．6�
22 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 628± 02：26．45 30．6�
55 キンショータイム 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 502＋ 82：26．61� 71．5	
33 グッドカフェ �7青鹿57 幸 英明杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 486± 0 〃 アタマ 19．5

44 マイネルシュライ 牡7青 57 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B496－142：26．81� 57．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，436，200円 複勝： 64，803，200円 枠連： 発売なし
馬連： 52，644，400円 馬単： 39，296，200円 ワイド： 22，158，900円
3連複： 60，148，900円 3連単： 173，200，500円 計： 442，688，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 100円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 110円 �� 360円 �� 360円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，250円

票 数

単勝票数 計 304362 的中 � 142181（1番人気）
複勝票数 計 648032 的中 � 330758（1番人気）� 240187（2番人気）� 17758（4番人気）
馬連票数 計 526444 的中 �� 271382（1番人気）
馬単票数 計 392962 的中 �� 119334（1番人気）
ワイド票数 計 221589 的中 �� 80042（1番人気）�� 10911（4番人気）�� 10745（5番人気）
3連複票数 計 601489 的中 ��� 83469（2番人気）
3連単票数 計1732005 的中 ��� 100089（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．5―12．3―12．7―12．7―12．8―12．6―12．1―11．8―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．8―35．3―47．6―1：00．3―1：13．0―1：25．8―1：38．4―1：50．5―2：02．3―2：13．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルグラン �

父 ハーツクライ �


母父 Machiavellian デビュー 2014．9．21 阪神2着

2012．3．14生 牡3栗 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 9戦3勝 賞金 43，086，000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。

2809210月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第8競走 ��
��1，800�

はぎ

萩 ス テ ー ク ス
発走13時55分（番組第9競走を順序変更） （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 119，000円 34，000円 17，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：45．9

良
良

44 ブラックスピネル 牡2黒鹿55 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504± 01：47．6 6．1�
22 スマートオーディン 牡2黒鹿55 M．デムーロ大川 徹氏 松田 国英 新冠 スカイビーチステーブル 488＋121：47．7� 1．4�
55 レインボーライン 牡2鹿 55 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 442－ 21：47．8	 10．3�
33 ノーブルマーズ 牡2栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 468＋12 〃 クビ 32．8�
11 プロフェット 牡2鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444－121：47．9クビ 3．9�

（5頭）

売 得 金
単勝： 46，097，000円 複勝： 55，091，100円 枠連： 発売なし
馬連： 43，866，000円 馬単： 45，682，700円 ワイド： 17，057，200円
3連複： 41，725，700円 3連単： 205，754，500円 計： 455，274，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 140円 �� 280円 �� 200円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 460970 的中 � 60075（3番人気）
複勝票数 計 550911 的中 � 69947（3番人気）� 344100（1番人気）
馬連票数 計 438660 的中 �� 96584（2番人気）
馬単票数 計 456827 的中 �� 27162（5番人気）
ワイド票数 計 170572 的中 �� 37310（2番人気）�� 12525（6番人気）�� 20398（4番人気）
3連複票数 計 417257 的中 ��� 59952（3番人気）
3連単票数 計2057545 的中 ��� 41296（12番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―11．8―12．1―12．3―11．7―11．7―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―37．0―49．1―1：01．4―1：13．1―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．5
3 3＝4（1，5，2） 4 3＝4，2（1，5）

勝馬の
紹 介

ブラックスピネル 	


父 タニノギムレット 	



母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．19 中京1着

2013．2．14生 牡2黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 3戦2勝 賞金 29，573，000円



2809310月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （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

12 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57
56 ☆松若 風馬�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 514＋ 61：24．5 3．8�

23 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿55 岩田 康誠前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋141：24．6� 6．2�

611 ア チ ー ヴ 牡5黒鹿57 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 480＋ 4 〃 クビ 17．6�
24 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 480＋121：24．81� 4．4�
36 ビーチパラソル 牝3芦 53 M．デムーロ谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 484± 01：25．01� 5．6�
35 タイガークラウン 牡4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 484± 0 〃 アタマ 9．3	
47 スマイルフォース 牡3鹿 55 藤岡 康太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 448－101：25．21 81．1

714 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 518－ 61：25．3� 25．6�
713� ダノンロンシャン 牡4芦 57 浜中 俊�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 476＋101：25．4	 74．8
612 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿55 
島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 482＋ 81：25．61� 59．4�
510 ヤマカツライデン 牡3黒鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 530＋101：25．8	 10．5�
11 � イ チ ザ ラ ブ 牝3鹿 53 国分 恭介奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 414－111：25．9	 174．1�
59 � オ ヤ カ タ 牡3栗 55 柴山 雄一吉田 勝利氏 西村 真幸 浦河 北俣 牧夫 476－181：26．0クビ 111．9�
48 アイスブレイク 牝4青鹿55 松田 大作安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：26．21� 21．7�
815 ファイネスト 牡4栗 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：26．3� 208．0�
（独）

816 カレンコティヤール 牝4栗 55 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 482－ 81：26．4クビ 48．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，537，700円 複勝： 47，015，600円 枠連： 22，493，900円
馬連： 94，763，700円 馬単： 39，567，300円 ワイド： 42，996，900円
3連複： 115，025，600円 3連単： 150，169，100円 計： 539，569，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 190円 � 370円 枠 連（1－2） 470円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 490円 �� 920円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 21，040円

票 数

単勝票数 計 275377 的中 � 57066（1番人気）
複勝票数 計 470156 的中 � 93317（1番人気）� 66557（3番人気）� 25751（7番人気）
枠連票数 計 224939 的中 （1－2） 36576（2番人気）
馬連票数 計 947637 的中 �� 63799（3番人気）
馬単票数 計 395673 的中 �� 12705（4番人気）
ワイド票数 計 429969 的中 �� 23706（3番人気）�� 11746（12番人気）�� 7829（18番人気）
3連複票数 計1150256 的中 ��� 16340（17番人気）
3連単票数 計1501691 的中 ��� 5173（51番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．1―12．1―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―35．1―47．2―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンウンゲツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．10．13 京都5着

2011．3．17生 牡4鹿 母 キタサンオウシャン 母母 Kitasan Dream 22戦3勝 賞金 48，370，000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 スマートストリーム号
※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。

2809410月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第10競走 ��
��1，800�

や さ か

八坂ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

810 ケツァルテナンゴ 牡3鹿 55 A．シュタルケ �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：47．3 6．3�
（独）

55 ダノンムーン 牡6鹿 57 M．デムーロ�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 ハナ 2．3�
77 ピ オ ネ ロ 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498＋101：47．4� 6．7�
33 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 466＋ 6 〃 ハナ 3．7�
89 サングレアル 牝4青鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 432＋261：47．5	 10．0	
66 ダノンフェニックス 牡7黒鹿57 蛯名 正義�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 79．6

78 アドマイヤドバイ 牡5鹿 57 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470＋ 61：47．71
 29．2�
44 ダイシンブラック 牡6鹿 57 柴山 雄一大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 488＋ 6 〃 クビ 72．1�
22 サンライズタイセイ 牡5鹿 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 474＋101：47．8クビ 19．2
11 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 幸 英明曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 504＋ 21：48．01	 23．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，757，500円 複勝： 56，648，700円 枠連： 20，339，300円
馬連： 111，614，800円 馬単： 60，820，700円 ワイド： 47，086，800円
3連複： 142，157，300円 3連単： 254，493，700円 計： 737，918，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 290円 �� 560円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 447575 的中 � 56088（3番人気）
複勝票数 計 566487 的中 � 70026（3番人気）� 204498（1番人気）� 66381（4番人気）
枠連票数 計 203393 的中 （5－8） 35684（1番人気）
馬連票数 計1116148 的中 �� 114774（3番人気）
馬単票数 計 608207 的中 �� 23935（7番人気）
ワイド票数 計 470868 的中 �� 42526（3番人気）�� 19238（7番人気）�� 48433（2番人気）
3連複票数 計1421573 的中 ��� 89201（3番人気）
3連単票数 計2544937 的中 ��� 21946（23番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―11．5―11．9―12．6―12．4―11．8―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―35．8―47．7―1：00．3―1：12．7―1：24．5―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 9（8，3）（1，5）（4，7，10）（2，6） 4 9，3，8，5（1，10）7（4，6）2

勝馬の
紹 介

ケツァルテナンゴ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．6．7 阪神1着

2012．5．8生 牡3鹿 母 ダイワオンディーヌ 母母 クリアースター 11戦3勝 賞金 57，626，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



2809510月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第11競走 ��
��1，400�第58回毎日放送賞スワンステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
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，26．11．1以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．10．31以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

毎日放送賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，204，000円 344，000円 172，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

611� アルビアーノ 牝3鹿 52 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米
Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

512－ 41：20．2 5．5�
814 フ ィ エ ロ 牡6青鹿56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506± 01：20．41	 2．7�
59 オメガヴェンデッタ 
4鹿 56 岩田 康誠原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 506＋ 61：20．5� 9．2�
23 バクシンテイオー 牡6鹿 56 A．シュタルケ 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－16 〃 クビ 99．6�

（独）

713 ダイワマッジョーレ 牡6鹿 56 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 アタマ 18．8�
712� リトルゲルダ 牝6芦 54 松山 弘平栗山 良子氏 島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 500＋ 4 〃 ハナ 167．1	
22 サンライズメジャー 牡6栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 490＋101：20．6クビ 14．8

11 サトノルパン 牡4黒鹿56 浜中 俊里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 454－ 2 〃 アタマ 7．6�
610 テイエムタイホー 牡6栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 484－12 〃 ハナ 42．6�
34 フミノムーン 牡3栗 54 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 444± 01：20．7� 19．8
35 ベルルミエール 牝4鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 476＋ 81：20．8� 10．2�
47 コパノリチャード 牡5黒鹿57 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 21：21．43� 16．4�
815 ティーハーフ 牡5栗 56 国分 優作 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 464＋10 〃 アタマ 17．2�
46 � エーシントップ 牡5黒鹿56 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

538＋ 41：21．71� 96．6�
58 ローブティサージュ 牝5青 54 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－10 （競走中止） 39．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 117，556，400円 複勝： 183，941，200円 枠連： 72，278，800円
馬連： 452，881，500円 馬単： 180，359，300円 ワイド： 200，319，100円
3連複： 693，114，300円 3連単： 973，595，500円 計： 2，874，046，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 120円 � 230円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 360円 �� 910円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 12，830円

票 数

単勝票数 計1175564 的中 � 168845（2番人気）
複勝票数 計1839412 的中 � 235833（2番人気）� 561178（1番人気）� 153648（5番人気）
枠連票数 計 722788 的中 （6－8） 79396（1番人気）
馬連票数 計4528815 的中 �� 385569（1番人気）
馬単票数 計1803593 的中 �� 69479（5番人気）
ワイド票数 計2003191 的中 �� 151237（1番人気）�� 52083（8番人気）�� 104266（4番人気）
3連複票数 計6931143 的中 ��� 191534（3番人気）
3連単票数 計9735955 的中 ��� 54985（15番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―11．5―11．4―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．1―57．5―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アルビアーノ �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Unbridled デビュー 2015．1．5 中山1着

2012．2．6生 牝3鹿 母 Antics 母母 Aurora 6戦4勝 賞金 144，070，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ローブティサージュ号は，最後の直線コースで，外側に斜行した「テイエムタイホー」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 テイエムタイホー号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年11月7日から平成27年

11月15日まで騎乗停止。（被害馬：8番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアルビアーノ号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

2809610月31日 晴 良 （27京都4）第8日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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
1：09．1
1：08．7

重
重

47 パイメイメイ 牝4鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B488± 01：11．2 2．8�
24 エイシンバッケン 牡3鹿 55 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 506＋ 6 〃 ハナ 9．4�
48 � サンライズネオ 牡5黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480＋ 81：11．41 15．8�
59 カリスマサンスカイ 牡7鹿 57 松田 大作畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B534＋ 2 〃 クビ 93．8�
611 ハニードント 牝4栗 55 M．デムーロ薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 458± 01：11．61� 4．1�
612 カ メ ッ ト 牡4栗 57 松山 弘平林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 472－ 4 〃 クビ 15．1	
23 サンマディソン 牝4鹿 55 国分 恭介加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 454－ 21：11．7� 29．6

11 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 幸 英明土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 474－ 81：11．91� 10．5�
36 タキオンレディー 牝3栗 53

52 ☆松若 風馬�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452± 0 〃 ハナ 9．3
12 クリノリーソクツモ 牝3鹿 53 岩田 康誠栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444＋ 41：12．11� 23．5�
815 サカジロヴィグラス 牝4黒鹿55 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 522＋ 41：12．31� 29．1�
510 カシノインカローズ 牝6鹿 55 国分 優作柏木 務氏 松下 武士 新ひだか 前川 隆則 462＋ 21：12．4� 210．0�
35 オルフィーク 牝3青鹿 53

50 ▲三津谷隼人加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 486＋10 〃 ハナ 50．3�
816 ナムラヒューマン 牡3芦 55 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 460＋ 21：12．5	 33．7�
714 ピクニックソング 牝4鹿 55 水口 優也山上 和良氏 奥村 豊 日高 長田ファーム 454＋ 61：12．6� 59．6�
713 メイショウマサカゼ 
3黒鹿55 北村 友一松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 500＋101：12．7クビ 39．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，422，000円 複勝： 60，555，400円 枠連： 33，460，700円
馬連： 131，130，400円 馬単： 57，419，200円 ワイド： 63，299，600円
3連複： 168，096，000円 3連単： 237，095，500円 計： 796，478，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 280円 � 300円 枠 連（2－4） 940円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 660円 �� 740円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 22，880円

票 数

単勝票数 計 454220 的中 � 129483（1番人気）
複勝票数 計 605554 的中 � 166439（1番人気）� 44913（5番人気）� 42247（6番人気）
枠連票数 計 334607 的中 （2－4） 27470（3番人気）
馬連票数 計1311304 的中 �� 69697（4番人気）
馬単票数 計 574192 的中 �� 20710（4番人気）
ワイド票数 計 632996 的中 �� 25442（4番人気）�� 22359（5番人気）�� 8247（23番人気）
3連複票数 計1680960 的中 ��� 20111（15番人気）
3連単票数 計2370955 的中 ��� 7510（42番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイメイメイ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．1．5 中山6着

2011．4．9生 牝4鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 23戦4勝 賞金 57，500，000円
〔制裁〕 ピクニックソング号の騎手水口優也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番）



（27京都4）第8日 10月31日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 137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

297，170，000円
4，160，000円
12，620，000円
2，210，000円
24，200，000円
55，861，500円
3，748，000円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
441，056，300円
723，229，000円
192，141，700円
1，146，867，700円
584，879，100円
535，730，700円
1，547，098，600円
2，557，261，600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 7，728，264，700円

総入場人員 19，358名 （有料入場人員 18，020名）
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