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3206111月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

46 ライラムーン 牝2鹿 54
51 ▲�島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464－ 81：12．9 6．8�

712 ミ ス キ ラ ラ 牝2黒鹿54 池添 謙一窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 480＋ 21：13．11� 5．5�
611 リ ン ネ 牝2鹿 54 北村 友一下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 474＋ 61：13．31 11．4�
814 エイシンシエル 牝2芦 54 武 豊�栄進堂 坂口 正則 浦河 多田 善弘 452± 01：13．72� 5．6	
47 シルヴィーボーテ 牝2鹿 54 森 一馬菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 462－ 41：13．8� 33．7

713 ペイザージュ 牝2栗 54 岩田 康誠落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋ 61：13．9クビ 3．1�
11 ナ ナ パ ン チ 牝2黒鹿54 太宰 啓介山上 和良氏 目野 哲也 浦河 カナイシスタッド 442－ 4 〃 ハナ 9．0�
23 ダンツロビン 牝2鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 長田ファーム 448＋ 81：14．11 10．6
815 ティーパフォーマー 牝2黒鹿54 幸 英明深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 436－ 41：14．31 249．5�
59 クロスアンジュ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452－ 61：14．62 14．7�
35 タヒチアンムーン 牝2栗 54 菱田 裕二�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 472－ 61：14．92 56．2�
34 シゲルカマス 牝2鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 432＋ 81：15．11� 339．5�
610 ヴ ェ レ ー ナ 牝2栗 54

53 ☆松若 風馬細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 430± 01：15．31� 176．8�
22 シゲルホンダイ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 448± 0 〃 クビ 318．8�
58 パ キ ラ 牝2黒鹿54 松田 大作藤田 好紀氏 田中 章博 新ひだか 小河 豊水 412＋ 61：15．4� 158．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，548，300円 複勝： 42，948，800円 枠連： 15，631，200円
馬連： 65，812，500円 馬単： 33，942，600円 ワイド： 35，888，300円
3連複： 92，483，900円 3連単： 117，368，800円 計： 429，624，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 280円 � 220円 � 350円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，930円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 54，860円

票 数

単勝票数 計 255483 的中 � 29953（4番人気）
複勝票数 計 429488 的中 � 40246（5番人気）� 56697（3番人気）� 29580（6番人気）
枠連票数 計 156312 的中 （4－7） 16483（3番人気）
馬連票数 計 658125 的中 �� 23311（10番人気）
馬単票数 計 339426 的中 �� 5850（16番人気）
ワイド票数 計 358883 的中 �� 11994（10番人気）�� 4663（25番人気）�� 6222（20番人気）
3連複票数 計 924839 的中 ��� 5826（41番人気）
3連単票数 計1173688 的中 ��� 1551（199番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．6―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライラムーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．17 京都4着

2013．2．14生 牝2鹿 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 2戦1勝 賞金 6，100，000円

3206211月22日 晴 良 （27京都5）第6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

712� ラ ニ 牡2芦 55 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Limited 520＋101：52．7 2．8�

815� チャイマックス 牝2鹿 54 池添 謙一吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky
Farms 458－ 41：53．33� 7．2�

611 クロコダイルロック 牡2鹿 55 岩田 康誠�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 446－ 6 〃 アタマ 26．6�
814 インヴィジブル 牡2黒鹿55 四位 洋文 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 464－ 21：55．2大差 26．6�
34 ジョースターライト 牡2青鹿55 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 474＋ 61：55．4	 214．0�
58 ナンヨーアーミー 牡2鹿 55 R．ムーア 中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 534＋ 41：55．61� 3．4	

（英）

35 セイヴァイタル 牡2栗 55 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 21：55．7� 5．1

22 � ジ ョ ル ジ オ 牡2鹿 55 A．アッゼニ 飯田 正剛氏 中内田充正 米 Darley & Dr.

Masatake Iida 484± 01：56．55 25．8�
（英）

610 タガノキングパワー 牡2鹿 55
52 ▲
島 克駿八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 61：58．09 78．8�
47 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 470＋ 21：58．31	 50．7
11 カマラードミノル 牡2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 504－121：58．4クビ 221．2�
713 サトノシンゲキ 牡2鹿 55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 500＋ 61：58．71	 56．5�
46 セントラルルーク 牝2黒鹿54 C．ルメール 大迫 基弘氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 466－ 2 〃 クビ 11．9�
23 ヒロノチャンバー 牡2栗 55 高倉 稜高原 将浩氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 アタマ 75．1�
59 シゲルホオジロザメ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 藤川フアーム 494± 01：58．8クビ 184．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，542，600円 複勝： 43，283，100円 枠連： 15，123，400円
馬連： 63，666，600円 馬単： 35，998，300円 ワイド： 37，571，900円
3連複： 90，700，200円 3連単： 116，093，600円 計： 431，979，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 250円 � 550円 枠 連（7－8） 770円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，330円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 23，160円

票 数

単勝票数 計 295426 的中 � 82639（1番人気）
複勝票数 計 432831 的中 � 91503（2番人気）� 43108（4番人気）� 15977（6番人気）
枠連票数 計 151234 的中 （7－8） 15156（3番人気）
馬連票数 計 636666 的中 �� 37571（4番人気）
馬単票数 計 359983 的中 �� 13707（6番人気）
ワイド票数 計 375719 的中 �� 20259（4番人気）�� 7067（12番人気）�� 4365（23番人気）
3連複票数 計 907002 的中 ��� 9742（23番人気）
3連単票数 計1160936 的中 ��� 3633（68番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―13．0―12．9―12．5―12．3―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．8―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラ ニ �
�
父 Tapit �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2015．9．13 阪神4着

2013．2．22生 牡2芦 母 Heavenly Romance 母母 First Act 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 カマラードミノル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 カマラードミノル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノキングパワー号・キクノテソロ号・カマラードミノル号・サトノシンゲキ号・

セントラルルーク号・ヒロノチャンバー号・シゲルホオジロザメ号は，「タイムオーバーによる出走制
限」のため，平成27年12月22日まで平地競走に出走できない。

※出走取消馬 ワイエムフェアリー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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６日



3206311月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

22 タイセイエクレール 牡2鹿 55 R．ムーア 田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 498± 01：09．1 3．4�
（英）

611 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± 01：09．2� 6．9�
610 キンシロケット 牡2鹿 55 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 470＋101：09．51� 16．1�
34 スマートシモーヌ 牝2鹿 54 武 豊大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 424－ 41：10．03 5．6�
59 テーオーピコタン 牝2栗 54 戸崎 圭太小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 440－ 21：10．1� 5．4�
47 ジ ュ ト ゥ ヴ 牝2鹿 54 菱田 裕二�谷口牧場 岡田 稲男 浦河 谷口牧場 424± 01：10．2� 20．3	
814 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 462－ 41：10．3� 4．1�
11 カシノポップ 牝2黒鹿54 幸 英明柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 漆原 一也 424＋ 41：10．51	 132．6�
712 イ イ デ シ ロ 牝2芦 54 和田 竜二 
アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 438－ 2 〃 ハナ 101．9
713 アルケミスト 牝2鹿 54 国分 優作�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 432± 01：10．6� 35．1�
46 スウィーティー 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 422－ 21：10．7� 39．4�
23 ヨ ウ エ ン 牝2栗 54 畑端 省吾内田 玄祥氏 
島 一歩 熊本 本田 土寿 428＋12 〃 クビ 134．5�
58 カスタネット 牝2栗 54 高倉 稜手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 430－ 21：10．8� 106．1�
35 テイエムフライヤー 牡2青鹿 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 466－ 21：11．01� 236．0�
815 プ イ チ ー 牝2栗 54 秋山真一郎杉山 一穂氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 416－141：12．38 190．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，900，200円 複勝： 37，797，400円 枠連： 15，245，000円
馬連： 61，397，400円 馬単： 34，294，200円 ワイド： 34，722，000円
3連複： 84，704，800円 3連単： 111，158，400円 計： 404，219，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 200円 � 340円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，010円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 23，500円

票 数

単勝票数 計 249002 的中 � 58585（1番人気）
複勝票数 計 377974 的中 � 72463（2番人気）� 49368（4番人気）� 23049（6番人気）
枠連票数 計 152450 的中 （2－6） 12622（3番人気）
馬連票数 計 613974 的中 �� 38000（6番人気）
馬単票数 計 342942 的中 �� 11602（8番人気）
ワイド票数 計 347220 的中 �� 19285（6番人気）�� 8611（12番人気）�� 7319（15番人気）
3連複票数 計 847048 的中 ��� 11596（19番人気）
3連単票数 計1111584 的中 ��� 3428（82番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．5―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．4―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイエクレール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．9．6 小倉7着

2013．3．6生 牡2鹿 母 クリスビーナス 母母 プレイリースカイ 6戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プイチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月22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。

3206411月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時35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

55 エルビッシュ 牝2黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 424－ 21：34．5 3．3�
56 ディープエクシード 牡2鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 2 〃 ハナ 2．6�
44 ナムラムサシ 牡2鹿 55 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 432＋ 81：34．6� 17．2�
11 ケンホファヴァルト 牡2鹿 55 R．ムーア 中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 446± 01：35．13 5．4�
（英）

811 ティルヴィング 牝2青鹿54 戸崎 圭太前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 21：35．41� 6．4�
812 ドゥドゥドゥ 牡2青鹿55 荻野 琢真�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 458＋ 21：35．71� 61．7	
710 ロイヤルクルーズ 牝2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 444＋ 21：35．8クビ 130．8

68 ダンツペレット 牡2芦 55 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 484± 01：35．9� 20．9�
33 エルパンドール 牝2黒鹿54 小林 徹弥難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 476－ 2 〃 クビ 188．6�
79 ルミナスエレメント 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：36．22 12．7
67 ダイメイプリンセス 牝2黒鹿54 中谷 雄太宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 488＋101：37．05 78．0�
22 クリアーウェイ 牝2鹿 54 柴山 雄一合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 462± 01：37．85 119．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，814，500円 複勝： 43，996，200円 枠連： 18，151，400円
馬連： 59，770，300円 馬単： 41，208，500円 ワイド： 37，591，900円
3連複： 85，996，600円 3連単： 147，232，400円 計： 464，761，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 230円 枠 連（5－5） 350円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 170円 �� 570円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 308145 的中 � 73869（2番人気）
複勝票数 計 439962 的中 � 99323（2番人気）� 134666（1番人気）� 29714（5番人気）
枠連票数 計 181514 的中 （5－5） 39422（1番人気）
馬連票数 計 597703 的中 �� 133586（1番人気）
馬単票数 計 412085 的中 �� 40896（2番人気）
ワイド票数 計 375919 的中 �� 73867（1番人気）�� 14291（7番人気）�� 15004（6番人気）
3連複票数 計 859966 的中 ��� 54643（3番人気）
3連単票数 計1472324 的中 ��� 25440（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．3―12．0―12．2―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．3―47．3―59．5―1：11．1―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 7，9（8，10）1（5，6）（3，2，4）（11，12） 4 6（7，9）10（1，5，4）8（3，12）2，11

勝馬の
紹 介

エルビッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Eltish デビュー 2015．9．12 阪神2着

2013．3．11生 牝2黒鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 エルパンドール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エルパンドール号は，発走調教再審査。
※ケンホファヴァルト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3206511月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

815 リオンディーズ 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500 ―2：02．2 2．2�
713 ピースマインド 牡2鹿 55 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 436 ―2：02．41� 15．5�
34 アドマイヤダイオウ 牡2鹿 55 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486 ―2：02．93 3．0�
814 イ フ リ ー ト 牡2栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508 ―2：03．21� 29．7�
610 ローズウィスパー 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458 ―2：03．3� 48．9�
611 グッドスカイ 牝2黒鹿54 蛯名 正義杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 468 ―2：03．51 68．2	
58 シャイニーダスト 牡2鹿 55 武 豊小林 昌志氏 須貝 尚介 平取 雅 牧場 B478 ― 〃 クビ 45．2

35 ジューンソフィア 牝2鹿 54 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 日高 日高大洋牧場 480 ― 〃 ハナ 274．8�
22 マテンロウバッハ 牡2黒鹿55 幸 英明寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 490 ―2：03．71� 170．5�
46 トウカイエクレール 牡2鹿 55 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 466 ―2：03．91	 296．4
23 イーストオブザサン 牡2黒鹿55 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472 ―2：04．11 19．1�
712 スマートガルーダ 牡2鹿 55 M．デムーロ大川 徹氏 松田 国英 新冠 秋田牧場 484 ―2：04．31	 16．9�
59 フォイヤーヴェルク 牡2青鹿55 R．ムーア �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436 ―2：04．51	 5．3�

（英）

47 ワークショップ 牡2鹿 55 浜中 俊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 514 ―2：04．6� 105．5�
11 ミ ガ ッ ト 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬�ターフ・スポート音無 秀孝 日高 田端牧場 466 ―2：05．13 73．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，727，900円 複勝： 51，614，800円 枠連： 19，970，100円
馬連： 75，140，900円 馬単： 46，135，700円 ワイド： 39，500，200円
3連複： 96，492，500円 3連単： 143，753，100円 計： 518，335，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 220円 � 110円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 540円 �� 180円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 457279 的中 � 159383（1番人気）
複勝票数 計 516148 的中 � 172920（1番人気）� 33684（4番人気）� 130594（2番人気）
枠連票数 計 199701 的中 （7－8） 23720（2番人気）
馬連票数 計 751409 的中 �� 33025（4番人気）
馬単票数 計 461357 的中 �� 16173（6番人気）
ワイド票数 計 395002 的中 �� 16119（4番人気）�� 73122（1番人気）�� 15004（5番人気）
3連複票数 計 964925 的中 ��� 55911（2番人気）
3連単票数 計1437531 的中 ��� 14243（16番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．6―12．9―12．7―13．1―12．8―11．8―11．1―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．8―49．7―1：02．4―1：15．5―1：28．3―1：40．1―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F33．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

リオンディーズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2013．1．29生 牡2黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3206611月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 ネオヴァシュラン 牝3黒鹿54 武 豊小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 506＋ 21：23．8 3．0�
815 グランシュクレ 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 440－ 61：24．43� 34．4�
612� レディカリビアン 牝4芦 55 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 456＋ 41：24．61� 26．4�
611 ビーチパラソル 牝3芦 54

51 ▲�島 克駿谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 3．8�
510 スナークエンジェル 牝3黒鹿54 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 442＋ 31：24．7� 161．3�
47 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 492＋101：24．8クビ 16．1	
816 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B468－ 21：24．9	 23．8

714 サンマルアリュール 牝3栗 54 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 514＋ 41：25．0	 4．6�
59 スズカマドンナ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 444± 01：25．63� 18．5�
12 ムラングシャンティ 牝3芦 54 吉田 豊三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 480＋ 81：25．81� 15．1
713 グッドレインボー 牝5鹿 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 480＋121：26．01
 30．0�
48 ト キ ワ 牝3鹿 54 C．ルメール 田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 460＋ 41：26．1� 10．1�
23 シゲルハナガサ 牝3栗 54 菱田 裕二森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 446－ 21：26．52� 267．1�
11 ムーントラベラー 牝4鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 458＋221：26．71
 155．8�
24 � アイファーハート 牝3黒鹿54 柴田 未崎中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 436＋ 81：26．91 189．2�
35 � ワンダーベレーザ 牝4鹿 55 水口 優也山本 信行氏 石橋 守 浦河 永田 克之 404－ 21：27．43 311．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，381，700円 複勝： 42，488，500円 枠連： 21，296，100円
馬連： 80，479，900円 馬単： 38，903，400円 ワイド： 44，527，600円
3連複： 111，652，500円 3連単： 136，328，700円 計： 504，058，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 730円 � 510円 枠 連（3－8） 2，170円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，240円 �� 6，070円

3 連 複 ��� 30，900円 3 連 単 ��� 127，360円

票 数

単勝票数 計 283817 的中 � 74021（1番人気）
複勝票数 計 424885 的中 � 83768（2番人気）� 12634（10番人気）� 19005（9番人気）
枠連票数 計 212961 的中 （3－8） 7583（9番人気）
馬連票数 計 804799 的中 �� 11820（21番人気）
馬単票数 計 389034 的中 �� 4044（28番人気）
ワイド票数 計 445276 的中 �� 5641（24番人気）�� 9449（15番人気）�� 1844（48番人気）
3連複票数 計1116525 的中 ��� 2710（95番人気）
3連単票数 計1363287 的中 ��� 776（369番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．1―58．8―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァシュラン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．3．14 阪神1着

2012．3．29生 牝3黒鹿 母 ピサノキャニオン 母母 オーパスワン 6戦2勝 賞金 17，600，000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） 2頭 アローシルバー号・ヒデノヒロイン号
（非抽選馬） 1頭 カレンコティヤール号



3206711月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第7競走 ��1，800�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

48 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 518－ 61：51．8 2．8�
35 エイシンナセル 牡3鹿 55 戸崎 圭太�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 482＋ 41：51．9� 4．2�
713 サダムダイジョウブ 牡5青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 21：52．11� 58．1�
12 タガノハヤテ 牡4栗 57 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 508± 01：52．52� 9．1�
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 470＋ 6 〃 ハナ 6．6�
36 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 472＋ 41：52．6クビ 38．4	
612 メイショウクオン 牡3鹿 55 幸 英明松本 好
氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 504＋ 6 〃 クビ 65．3�
714 オーロラポラリス 牡3鹿 55 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 512－ 61：52．7クビ 11．7
815 チャップリン 牡3黒鹿 55

52 ▲
島 克駿髙瀬 真尚氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 482＋121：53．76 134．5�
23 トリビューン 牡4鹿 57 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 81：54．01� 25．2�
（英）

47 セフティーエムアイ 牡4鹿 57 国分 優作池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 470＋ 5 〃 アタマ 146．7�
510 メイショウヤギリ 牡3黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 478＋ 21：54．74 43．6�
611 ブロウユアマインド 牡3鹿 55 R．ムーア �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 452± 01：54．8� 22．1�

（英）

59 	 エバーハーモニー 牡3黒鹿55 M．デムーロ �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 462－121：55．01� 7．2�

816 ハードミルキー 牡3栗 55
54 ☆岩崎 翼津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B474＋ 21：55．95 212．3�

24 サンマルバクシン �4鹿 57
55 △義 英真相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 450＋ 41：56．43 351．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，283，000円 複勝： 54，692，700円 枠連： 24，173，100円
馬連： 93，524，000円 馬単： 45，866，300円 ワイド： 49，184，000円
3連複： 125，688，800円 3連単： 168，963，600円 計： 598，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 620円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，590円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 18，540円

票 数

単勝票数 計 362830 的中 � 100147（1番人気）
複勝票数 計 546927 的中 � 141936（1番人気）� 104102（2番人気）� 14105（10番人気）
枠連票数 計 241731 的中 （3－4） 43808（1番人気）
馬連票数 計 935240 的中 �� 121347（1番人気）
馬単票数 計 458663 的中 �� 31254（1番人気）
ワイド票数 計 491840 的中 �� 55497（1番人気）�� 7201（15番人気）�� 5619（22番人気）
3連複票数 計1256888 的中 ��� 17420（15番人気）
3連単票数 計1689636 的中 ��� 6604（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．1―48．4―1：01．0―1：13．5―1：25．8―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．3
1
3
12（13，10）16，3（4，14）（8，15）（5，11）2（1，7，9）6
12（13，8）（3，10）（14，5）（16，1，15）2（6，7，11）（4，9）

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクレジェンド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rahy デビュー 2014．1．26 京都4着

2011．4．15生 牡4栗 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera 12戦3勝 賞金 33，686，000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。

3206811月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

24 ボールドジャパン 牡4鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 510＋121：21．9 28．5�
23 ダイワプロパー 牝3栗 54 M．デムーロ大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 21：22．0� 7．0�
816 ヴェルステルキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B488＋18 〃 ハナ 38．0�
47 ウインソワレ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 8 〃 ハナ 27．0�
817	 ウィズアミッション 牝4鹿 55 浜中 俊吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 426＋ 21：22．1� 8．0�
59 ツィンクルソード 牡4芦 57 蛯名 正義 	サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482＋10 〃 ハナ 7．4

36 キングナポレオン 
4黒鹿57 H．ボウマン 田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：22．2クビ 19．0�

（豪）

715 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 武 豊里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 17．6�
510 ジョーウォルター 牡4鹿 57 国分 恭介上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 472－ 41：22．3� 8．6
713 マイティティー 牝3鹿 54 北村 友一五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474＋221：22．51� 132．3�
12  メイショウタイリン 牝4青 55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 436－221：22．6� 285．2�
48 	 エイシンソルティー 牝4芦 55 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 488＋ 4 〃 クビ 11．9�
611 メイショウネブタ 牡4鹿 57 岩田 康誠松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 486＋101：22．91� 56．9�
11 ナムラマミー 牝3鹿 54 池添 謙一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 418＋ 81：23．0� 220．1�
612 タマモクラリティー 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 434－101：23．1� 339．6�
35 アドマイヤリバティ 牡3鹿 56 R．ムーア 近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 492－ 4 〃 ハナ 2．5�

（英）

714 カシノタロン 牝4栗 55
53 △義 英真柏木 務氏 松下 武士 鹿児島 柏木 務 442＋ 41：23．52� 252．4�

818 オベーション 牝4鹿 55 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 462± 01：23．6クビ 92．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，611，200円 複勝： 51，214，700円 枠連： 27，515，700円
馬連： 102，429，300円 馬単： 49，920，900円 ワイド： 51，681，500円
3連複： 138，192，700円 3連単： 180，593，000円 計： 639，159，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 650円 � 290円 � 980円 枠 連（2－2） 15，710円

馬 連 �� 13，000円 馬 単 �� 30，290円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 7，820円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 106，520円 3 連 単 ��� 731，450円

票 数

単勝票数 計 376112 的中 � 10528（10番人気）
複勝票数 計 512147 的中 � 19657（8番人気）� 52765（4番人気）� 12607（11番人気）
枠連票数 計 275157 的中 （2－2） 1357（26番人気）
馬連票数 計1024293 的中 �� 6105（41番人気）
馬単票数 計 499209 的中 �� 1236（87番人気）
ワイド票数 計 516815 的中 �� 5413（27番人気）�� 1689（63番人気）�� 3080（45番人気）
3連複票数 計1381927 的中 ��� 973（215番人気）
3連単票数 計1805930 的中 ��� 179（1307番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．4―47．3―58．7―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボールドジャパン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ミラクルアドマイヤ デビュー 2013．8．18 函館7着

2011．4．14生 牡4鹿 母 ラ ブ ミ ラ ー 母母 シャトーモア 27戦3勝 賞金 29，728，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ビアンコカンドーレ号・ブラックバード号
※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。



3206911月22日 晴 良 （27京都5）第6日 第9競走 ��
��2，000�

さ が の

嵯 峨 野 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

89 グッドスピリッツ �4鹿 57 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：59．5 8．0�
66 コウエイワンマン 牡4黒鹿57 吉田 豊西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 542＋ 6 〃 アタマ 36．8�
88 ク ル ー ガ ー 牡3黒鹿55 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518－101：59．6	 3．1�
33 サイモンラムセス 牡5鹿 57 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B446± 0 〃 クビ 12．0�
44 アドマイヤツヨシ 牡5鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 81：59．7クビ 27．3�
77 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 岩田 康誠鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 クビ 26．9	
55 ゲットアテープ 牡4鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス
 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 アタマ 14．4�
11 
 メイショウオトコギ �6栗 57 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 486＋ 21：59．8	 125．4�
22 � エイシンアロンジー 牡4鹿 57 R．ムーア 
栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

488＋ 22：02．1大差 1．8
（英）

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，770，500円 複勝： 95，376，600円 枠連： 19，359，200円
馬連： 101，200，300円 馬単： 68，180，200円 ワイド： 43，531，500円
3連複： 124，702，000円 3連単： 315，548，600円 計： 812，668，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 480円 � 1，390円 � 250円 枠 連（6－8） 4，200円

馬 連 �� 12，290円 馬 単 �� 23，790円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 490円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 9，980円 3 連 単 ��� 104，270円

票 数

単勝票数 計 447705 的中 � 44573（3番人気）
複勝票数 計 953766 的中 � 51072（3番人気）� 15583（8番人気）� 116281（2番人気）
枠連票数 計 193592 的中 （6－8） 3565（12番人気）
馬連票数 計1012003 的中 �� 6377（21番人気）
馬単票数 計 681802 的中 �� 2149（39番人気）
ワイド票数 計 435315 的中 �� 4081（23番人気）�� 24395（5番人気）�� 7882（17番人気）
3連複票数 計1247020 的中 ��� 9367（29番人気）
3連単票数 計3155486 的中 ��� 2194（192番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．0―12．2―12．2―12．1―11．6―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．1―48．3―1：00．5―1：12．6―1：24．2―1：35．7―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3
1
3
9，5（2，4，8）－6，3，1，7
9，5（2，4，8）（6，3）（1，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドスピリッツ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．1．6 京都1着

2011．3．16生 �4鹿 母 セメイユドゥヴォン 母母 Heeremandi 11戦4勝 賞金 48，242，000円
〔その他〕 エイシンアロンジー号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

3207011月22日 曇 良 （27京都5）第6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00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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

47 フォローハート 牝4黒鹿55 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 474＋141：50．2 2．8�
59 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 504± 01：50．51� 5．7�
816 スノーモンキー 牡5鹿 57 柴山 雄一石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 446－ 21：50．71	 50．1�
510 マ ル ケ サ ス 牡6青鹿57 A．アッゼニ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482－ 61：50．8
 13．2�

（英）

815 タガノゴールド 牡4栗 57 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476＋ 81：51．01
 27．6�

611 セイスコーピオン 牡5栗 57 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 490± 01：51．1クビ 7．5	
35 スリータイタン �6黒鹿57 H．ボウマン 永井商事
 村山 明 新ひだか グランド牧場 462± 0 〃 クビ 8．6�

（豪）

612 マヤノオントロジー 牡6黒鹿57 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 502－ 61：51．2� 13．9�
713 ウエスタンレベッカ 牝5鹿 55 戸崎 圭太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B452－ 21：51．73 6．3
36 ダテノハクトラ 牡4芦 57 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 480－ 6 〃 ハナ 41．5�
12 ナムララオウ 牡5栗 57 松田 大作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 506± 0 〃 アタマ 64．7�
48 ハ ル カ フ ジ 牡7鹿 57 菱田 裕二河内 孝夫氏 奥村 豊 新冠 中地 康弘 478＋ 21：51．91 129．4�
24 セブンフォース 牡5栗 57 池添 謙一前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B556± 01：52．53
 63．6�
11 トウショウギフト 牡6鹿 57 丸田 恭介トウショウ産業
 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 544± 0 〃 ハナ 38．5�
714 アテンファースト 牡5栗 57 松若 風馬玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 480－ 41：52．7� 83．2�
23 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B472＋101：52．91	 78．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，698，400円 複勝： 63，137，800円 枠連： 40，093，500円
馬連： 159，107，900円 馬単： 74，102，800円 ワイド： 69，762，900円
3連複： 216，997，100円 3連単： 302，562，100円 計： 970，462，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 220円 � 770円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，700円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 9，830円 3 連 単 ��� 32，240円

票 数

単勝票数 計 446984 的中 � 126061（1番人気）
複勝票数 計 631378 的中 � 157426（1番人気）� 73417（3番人気）� 14754（11番人気）
枠連票数 計 400935 的中 （4－5） 53572（1番人気）
馬連票数 計1591079 的中 �� 132195（1番人気）
馬単票数 計 741028 的中 �� 34570（3番人気）
ワイド票数 計 697629 的中 �� 48489（2番人気）�� 10027（24番人気）�� 5502（30番人気）
3連複票数 計2169971 的中 ��� 16541（31番人気）
3連単票数 計3025621 的中 ��� 6803（84番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．0―12．2―12．3―12．6―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．3―47．3―59．5―1：11．8―1：24．4―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．4
1
3

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

2
4

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

フォローハート �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．15 阪神4着

2011．4．14生 牝4黒鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 18戦5勝 賞金 83，827，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 トウショウギフト号は，枠入り不良。
〔調教再審査〕 トウショウギフト号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 テイエムグンカン号・ブライトアイディア号・メイショウウタゲ号
※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。

１レース目 ３レース目



3207111月22日 曇 良 （27京都5）第6日 第11競走
京都競馬場開設90周年記念 ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，600�第32回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000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

1：31．4
1：30．7
1：31．5

良
良
良

816 モ ー リ ス 牡4鹿 57 R．ムーア 吉田 和美氏 堀 宣行 日高 戸川牧場 508－ 21：32．8 5．7�
（英）

510 フ ィ エ ロ 牡6青鹿57 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± 01：33．01� 5．1�
35 イスラボニータ 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 4 〃 クビ 3．2�
48 サトノアラジン 牡4鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 ハナ 5．6�
47 	 アルビアーノ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米

Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

512± 01：33．1クビ 12．9	
23 レッツゴードンキ 牝3栗 54 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 480＋ 81：33．31� 28．6

714 トーセンスターダム 牡4黒鹿57 武 幸四郎島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 27．9�
713 リアルインパクト 牡7鹿 57 H．ボウマン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516－14 〃 アタマ 95．9

（豪）

817 ロ ゴ タ イ プ 牡5黒鹿57 浜中 俊吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 496± 01：33．4
 24．0�
715 ダノンシャーク 牡7鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 448＋ 21：33．5
 17．1�
36 アルマワイオリ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 462－ 2 〃 クビ 195．4�
818 クラリティスカイ 牡3鹿 56 横山 典弘杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 41：33．6� 83．5�
611 カレンブラックヒル 牡6黒鹿57 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：33．7� 79．5�
11 ヴァンセンヌ 牡6鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 81：33．8� 16．5�
612 レッドリヴェール 牝4黒鹿55 A．アッゼニ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 432＋ 41：33．9クビ 89．4�

（英）

12 ケイアイエレガント 牝6黒鹿55 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B528± 0 〃 クビ 76．7�
24 ダイワマッジョーレ 牡6鹿 57 武 豊大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442－ 21：34．0クビ 65．7�
59 レッドアリオン 牡5鹿 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 488＋101：34．21� 90．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 573，468，800円 複勝： 609，739，800円 枠連： 478，137，100円 馬連： 2，183，908，500円 馬単： 987，415，700円
ワイド： 786，512，300円 3連複： 3，290，144，400円 3連単： 5，899，559，200円 5重勝： 554，237，700円 計： 15，363，123，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 150円 � 130円 枠 連（5－8） 1，270円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 690円 �� 590円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 12，000円

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

キャリーオーバー なし����� 16，868，100円

票 数

単勝票数 計5734688 的中 � 802096（4番人気）
複勝票数 計6097398 的中 � 566477（4番人気）� 1098746（2番人気）� 1459618（1番人気）
枠連票数 計4781371 的中 （5－8） 290214（6番人気）
馬連票数 計21839085 的中 �� 947448（5番人気）
馬単票数 計9874157 的中 �� 217470（10番人気）
ワイド票数 計7865123 的中 �� 272738（5番人気）�� 326103（4番人気）�� 732162（1番人気）
3連複票数 計32901444 的中 ���1228970（2番人気）
3連単票数 計58995592 的中 ��� 356318（17番人気）
5重勝票数 計5542377 的中 ����� 23

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．6―47．1―59．0―1：10．1―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 3，18（2，14）7（4，17）10（8，16）11（5，12）13，6－15（1，9） 4 3，18，14（2，7）17，4（10，16）8（11，12）（5，13）（6，15）1，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ー リ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．2生 牡4鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 12戦7勝 賞金 313，008，000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。
（非当選馬） 1頭 サンライズメジャー号
（非抽選馬） 3頭 グァンチャーレ号・テイエムタイホー号・ミッキーオリビエ号
※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。

3207211月22日 曇 良 （27京都5）第6日 第12競走 ��
��1，200�

ぽ ん と ち ょ う

先 斗 町 特 別
発走16時20分 （ダート・右）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510� ヴィクタシア 牝6黒鹿55 川田 将雅前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-
take Iida B520＋ 41：10．7 17．4�

713 ア レ ッ ト 	4青 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 6 〃 アタマ 12．1�

23 
 サンライズネオ 牡5黒鹿57 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480± 01：10．91 9．3�
59 
 アドマイヤシャドウ 牡6鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 490± 01：11．0� 51．6�
11 タッチシタイ 牡5栗 57 池添 謙一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 498＋ 81：11．42� 59．8�
714 アキトフォルテ 牡3鹿 56 C．ルメール 岡田 昭利氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 530＋101：11．5� 5．4�
35 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 488＋ 21：11．71 199．9	
36 � エイシンラナウェー 牡4栗 57 M．デムーロ
栄進堂 西園 正都 米 BryLynn

Farm, Inc. 488－ 41：11．8� 2．4�
47 サンライズマーチ 牡5鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 490± 01：11．9� 18．6�
612 ボクノナオミ 牝3鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：12．1� 16．9
12 � シ ャ ラ ク 牡4鹿 57 丸田 恭介林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 502－101：12．31� 15．6�
816 テイエムシャンパン 牡3芦 56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 486＋101：12．4クビ 110．8�
611
 ウチデノコヅチ 牝3栗 54 蛯名 正義菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 452＋ 21：12．61� 143．7�
815 ポルボローネ 牝3栗 54 菱田 裕二小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 424＋ 21：12．7� 125．8�
48 � フィドゥーシア 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 480＋ 21：12．91 6．0�
24 ショウナンマオ 牝6鹿 55 荻野 琢真国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 81：13．53� 270．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 80，517，200円 複勝： 112，229，000円 枠連： 54，407，300円
馬連： 248，395，300円 馬単： 122，221，400円 ワイド： 116，047，500円
3連複： 341，159，200円 3連単： 551，155，200円 計： 1，626，132，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 480円 � 390円 � 300円 枠 連（5－7） 2，450円

馬 連 �� 9，730円 馬 単 �� 21，560円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，940円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 27，540円 3 連 単 ��� 173，880円

票 数

単勝票数 計 805172 的中 � 36902（8番人気）
複勝票数 計1122290 的中 � 58155（7番人気）� 73659（5番人気）� 106584（4番人気）
枠連票数 計 544073 的中 （5－7） 17163（8番人気）
馬連票数 計2483953 的中 �� 19766（28番人気）
馬単票数 計1222214 的中 �� 4250（61番人気）
ワイド票数 計1160475 的中 �� 11961（29番人気）�� 15415（22番人気）�� 15985（20番人気）
3連複票数 計3411592 的中 ��� 9290（80番人気）
3連単票数 計5511552 的中 ��� 2298（460番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．6―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（10，13）（11，12）2（9，16）（1，14）（3，4，7）（15，6）5－8 4 ・（10，13）（11，12）（2，9，16）1（3，14，7）－（5，4，6）－（15，8）

勝馬の
紹 介

�ヴィクタシア �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．2．11 京都6着

2009．4．15生 牝6黒鹿 母 Toroca 母母 Grand Falls 29戦3勝 賞金 68，128，000円
〔発走状況〕 フィドゥーシア号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔調教再審査〕 フィドゥーシア号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カメット号・カリスマサンスカイ号・タキオンレディー号・ヨウライフク号

５レース目



（27京都5）第6日 11月22日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

376，170，000円
2，080，000円
9，380，000円
6，810，000円
34，800，000円
71，410，500円
5，372，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
1，002，264，300円
1，248，519，400円
749，103，100円
3，294，832，900円
1，578，190，000円
1，346，521，600円
4，798，914，700円
8，190，316，700円
554，237，700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 22，762，900，400円

総入場人員 47，375名 （有料入場人員 44，974名）
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