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2806110月22日 曇 良 （28京都4）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）

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

810 メイショウミズカゼ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 456± 01：13．0 1．7�
11 エ ッ シ ャ ー 牡2栗 55 F．ヴェロン小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 478＋121：13．21� 12．5�

（仏）

33 テイエムアニマンテ 牡2青鹿55 松若 風馬竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 470－ 21：13．51� 25．6�
89 キンシノクリーン 牡2鹿 55 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 土田農場 446＋ 41：13．6� 3．5�
78 ウイナーズロード 牝2青鹿 54

51 ▲荻野 極�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 424－ 4 〃 ハナ 6．8�
66 ヴィグランドイチロ 牡2鹿 55

53 △義 英真大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 81：15．19 82．5	

22 ビップアンフィル 牝2栗 54 和田 竜二鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 444＋ 21：15．41� 12．8

77 ゲストテーブル 牝2栗 54 幸 英明中地賢次郎氏 中村 均 青森 町屋 勝幸 482－12 〃 アタマ 99．9�
55 シゲルクロネコ 牡2黒鹿55 松山 弘平森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 細川牧場 410＋ 21：15．61� 102．7�
44 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 438＋ 81：16．02� 67．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，358，700円 複勝： 81，939，600円 枠連： 11，357，800円
馬連： 40，810，800円 馬単： 29，337，800円 ワイド： 25，664，100円
3連複： 56，252，600円 3連単： 120，489，100円 計： 386，210，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 270円 � 370円 枠 連（1－8） 690円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 470円 �� 710円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 13，650円

票 数

単勝票数 計 203587 的中 � 94240（1番人気）
複勝票数 計 819396 的中 � 615105（1番人気）� 22740（5番人気）� 14910（6番人気）
枠連票数 計 113578 的中 （1－8） 12612（4番人気）
馬連票数 計 408108 的中 �� 28892（4番人気）
馬単票数 計 293378 的中 �� 14302（6番人気）
ワイド票数 計 256641 的中 �� 14755（5番人気）�� 9340（8番人気）�� 3042（16番人気）
3連複票数 計 562526 的中 ��� 9897（12番人気）
3連単票数 計1204891 的中 ��� 6395（41番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．5―12．2―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―24．1―36．6―48．8―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミズカゼ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．4．6生 牡2栗 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 4戦1勝 賞金 10，100，000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。

2806210月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10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
1：08．0
1：07．8

良
良

22 クールファンタジー 牝2黒鹿 54
51 ▲荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 446－ 21：09．3 2．4�

811 ゼ セ ル 牡2鹿 55 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 472＋ 6 〃 アタマ 3．2�
56 イヴノオモイデ 牝2鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 448＋141：09．51� 9．5�
44 メイショウハガネ 牡2黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 452－ 4 〃 クビ 7．2�
11 ベルエスメラルダ 牝2黒鹿54 国分 優作内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 434± 01：09．71� 139．5�
812 タイセイブリット 牡2黒鹿55 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 442＋ 21：09．8クビ 22．8�
55 ブルベアバイソン 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星 	ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 468－ 4 〃 アタマ 32．3

710 ビックリシタナモー 牡2黒鹿55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 488－ 21：09．9� 9．6�
79 レインボータワー 牝2青鹿54 幸 英明�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 418－ 41：10．11	 91．0
67 デッラサルーテ 牝2黒鹿54 F．ヴェロン杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 442± 01：10．41� 23．2�

（仏）

33 ハギノカンタービレ 牝2鹿 54 四位 洋文日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 426－ 61：10．82	 54．6�

68 コパノベスト 牡2黒鹿55 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 474＋ 6 〃 ハナ 27．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，236，000円 複勝： 27，862，200円 枠連： 10，850，700円
馬連： 42，946，300円 馬単： 24，966，400円 ワイド： 25，034，900円
3連複： 61，644，800円 3連単： 86，882，900円 計： 299，424，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 220円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 530円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 192360 的中 � 62459（1番人気）
複勝票数 計 278622 的中 � 70959（1番人気）� 63099（2番人気）� 22619（5番人気）
枠連票数 計 108507 的中 （2－8） 20589（1番人気）
馬連票数 計 429463 的中 �� 75746（1番人気）
馬単票数 計 249664 的中 �� 23604（1番人気）
ワイド票数 計 250349 的中 �� 36816（1番人気）�� 10783（6番人気）�� 10679（7番人気）
3連複票数 計 616448 的中 ��� 33915（3番人気）
3連単票数 計 868829 的中 ��� 14227（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールファンタジー �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．9．17 阪神3着

2014．4．19生 牝2黒鹿 母 シンコウエトワール 母母 ダイナフラツグ 3戦1勝 賞金 8，800，000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６日



2806310月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第3競走 ��
��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

22 エアウィンザー 牡2黒鹿55 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490－ 42：01．7 1．1�
78 グラットシエル 牡2黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 490－ 42：01．8� 10．6�
66 レッドクライム 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 458－ 22：02．33 13．4�
810 スズカロング 牡2鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474－ 62：02．72� 50．8�
33 カ ン ナ 牝2栗 54 幸 英明石川 達絵氏 清水 久詞 日高 永村 侑 486＋ 8 〃 ハナ 68．0	
89 タガノオマケ 牡2栗 55 田中 健八木 良司氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 514－ 82：03．23 146．0

44 アーチザスカイ 牡2栗 55 F．ヴェロン �グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 508± 02：03．3� 89．7�

（仏）

77 タガノシャルドネ 牡2鹿 55
52 ▲荻野 極八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 22：03．4� 24．1�
55 タキシードネコ 牡2黒鹿55 	島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 402＋ 22：03．5� 109．1
11 テイエムカクテル 牡2黒鹿55 岩田 康誠竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 506＋102：03．71
 34．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，905，600円 複勝： 84，247，400円 枠連： 10，223，000円
馬連： 41，000，200円 馬単： 38，569，700円 ワイド： 28，717，700円
3連複： 58，746，900円 3連単： 155，020，200円 計： 465，430，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 120円 � 120円 枠 連（2－7） 200円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 150円 �� 140円 �� 340円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 890円

票 数

単勝票数 計 489056 的中 � 371803（1番人気）
複勝票数 計 842474 的中 � 679744（1番人気）� 43404（3番人気）� 45420（2番人気）
枠連票数 計 102230 的中 （2－7） 39082（1番人気）
馬連票数 計 410002 的中 �� 106691（1番人気）
馬単票数 計 385697 的中 �� 86467（1番人気）
ワイド票数 計 287177 的中 �� 53573（2番人気）�� 59408（1番人気）�� 15291（5番人気）
3連複票数 計 587469 的中 ��� 103619（1番人気）
3連単票数 計1550202 的中 ��� 125615（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．3―12．6―13．0―12．8―13．2―12．5―11．9―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―22．8―35．4―48．4―1：01．2―1：14．4―1：26．9―1：38．8―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアウィンザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 阪神2着

2014．2．15生 牡2黒鹿 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 タガノシャルドネ号の調教師川村禎彦は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

テイエムカクテル号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※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。

2806410月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時35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
1：23．6
1：23．1

重
重

35 メイショウテムズ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 490 ―1：26．2 2．2�
46 テンザワールド 牡2栗 55 松田 大作天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 424 ―1：26．3� 15．9�
815 アシャカリアン 牡2栗 55 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 472 ―1：26．4� 23．3�
23 レッドアトゥ 牝2栗 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 458 ― 〃 ハナ 3．9�
34 イイデメモリー 牝2鹿 54 藤岡 康太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 534 ―1：26．82� 8．3�
610 プリンセスヨウク 牝2鹿 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 444 ―1：26．9� 11．1	
59 センターシティ 牝2鹿 54 畑端 省吾
下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 438 ―1：27．0� 79．1�
712 ビ ッ フ ル 牡2栗 55 松山 弘平小林竜太郎氏 沖 芳夫 平取 船越 伸也 518 ―1：27．21 11．8�
47 ナムラシャーク 牡2芦 55 松若 風馬奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 502 ―1：27．94 55．8
814 エイシンスペード 牡2栗 55 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 484 ―1：28．11� 44．8�
713 エスケイフェスタ 牡2栗 55

53 △義 英真服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 408 ―1：28．41� 204．2�
58 フラワーイレブン 牝2栗 54 F．ヴェロン吉野加壽代氏 松元 茂樹 青森 ワールドファーム 476 ― 〃 クビ 14．8�

（仏）

11 シュヴァルノーブル 牝2栗 54
51 ▲坂井 瑠星
富田牧場 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 412 ―1：28．5� 187．0�

611 ヌーディストビーチ 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 目野 哲也 浦河 笹地牧場 488 ―1：29．13� 79．7�
22 シュンアライブ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 聖心台牧場 448 ―1：29．2� 114．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，735，600円 複勝： 25，533，500円 枠連： 11，361，500円
馬連： 34，489，600円 馬単： 21，337，100円 ワイド： 21，774，100円
3連複： 48，212，300円 3連単： 65，239，500円 計： 248，683，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 330円 � 510円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，230円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 13，370円 3 連 単 ��� 40，800円

票 数

単勝票数 計 207356 的中 � 73702（1番人気）
複勝票数 計 255335 的中 � 78633（1番人気）� 15856（6番人気）� 9269（8番人気）
枠連票数 計 113615 的中 （3－4） 9729（3番人気）
馬連票数 計 344896 的中 �� 17247（6番人気）
馬単票数 計 213371 的中 �� 6789（8番人気）
ワイド票数 計 217741 的中 �� 7777（7番人気）�� 4543（14番人気）�� 1097（38番人気）
3連複票数 計 482123 的中 ��� 2703（38番人気）
3連単票数 計 652395 的中 ��� 1159（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．8―48．3―1：00．8―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．9
3 4，5（6，11，12）（10，15）（1，3）9（14，13）（2，8）－7 4 4（5，12）6（10，11，15）（1，3）9，14（13，8）2－7

勝馬の
紹 介

メイショウテムズ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2014．3．8生 牡2栗 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 プリンセスヨウク号の騎手和田竜二は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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。



2806510月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第5競走 ��
��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

812 パ ッ ポ ー ネ 牡2鹿 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 488 ―1：36．8 6．7�

710 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 480 ―1：36．9� 3．0�
33 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 480 ―1：37．11� 11．8�
79 ヴィルデローゼ 牝2黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474 ―1：37．31� 4．3�
55 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 448 ―1：37．4クビ 52．8	
811 サンレイトピック 牡2青鹿55 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 小田 誠一 464 ― 〃 クビ 39．6

68 マルヨシャバーリー 牡2栗 55 岩田 康誠野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 480 ―1：37．61� 4．5�
22 シャプレドサクレ 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 502 ―1：37．7� 7．6�
11 ウ ェ ザ ビ ー 牝2鹿 54 松山 弘平�谷口牧場 坂口 正則 新ひだか 乾 皆雄 398 ― 〃 ハナ 33．2
56 ショウナンサーベル 牡2鹿 55 F．ヴェロン国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 北田 剛 448 ―1：38．12� 68．3�

（仏）

67 ビービーブラーヴォ 	2栗 55 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 浦河 高昭牧場 442 ―1：38．63 133．9�
44 アウラマイスター 牡2鹿 55

53 △義 英真岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 528 ―1：38．81� 94．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，487，000円 複勝： 25，114，400円 枠連： 11，406，600円
馬連： 39，113，600円 馬単： 23，071，700円 ワイド： 22，789，400円
3連複： 52，872，900円 3連単： 77，119，900円 計： 272，975，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 150円 � 290円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，160円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 21，620円

票 数

単勝票数 計 214870 的中 � 25602（4番人気）
複勝票数 計 251144 的中 � 30355（4番人気）� 53918（1番人気）� 18636（6番人気）
枠連票数 計 114066 的中 （7－8） 17757（2番人気）
馬連票数 計 391136 的中 �� 25620（4番人気）
馬単票数 計 230717 的中 �� 6491（10番人気）
ワイド票数 計 227894 的中 �� 11893（5番人気）�� 4863（15番人気）�� 6140（11番人気）
3連複票数 計 528729 的中 ��� 10055（15番人気）
3連単票数 計 771199 的中 ��� 2586（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．5―49．0―1：01．6―1：14．0―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ッ ポ ー ネ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2014．2．19生 牡2鹿 母 パッションローズ 母母 マヤノクリオネ 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。

2806610月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第6競走 ��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

44 アスタキサンチン 牝4栗 55 松田 大作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B466＋ 81：52．8 2．9�
79 アドマイヤウイング 牝5鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：53．01� 10．1�
55 エヴォリューション 牝5鹿 55

53 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482－ 21：53．1クビ 6．5�
68 ス ル タ ー ナ 牝4鹿 55 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 486＋ 21：53．31� 5．3�
56 オースミハナチャン 牝3栗 53 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496＋101：53．72� 9．3	
811 エイシンリンリン 牝3栗 53 F．ヴェロン�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 水丸牧場 472＋101：54．01� 33．7


（仏）

22 ナリタノヘア 牝4鹿 55
52 ▲荻野 極�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 426－ 21：54．1� 28．6�

33 	 サンレイフレンチ 牝5栗 55 
島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426± 01：54．2� 143．3�
812 ピエノフィオレ 牝4黒鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 460－ 2 〃 アタマ 55．1
710 チ カ リ ー タ 牝3芦 53 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：54．4� 3．9�
11 	 エンプレスペスカ 牝5青鹿55 松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480＋ 21：54．5� 81．2�
67 シゲルヒメオコゼ 牝3黒鹿53 国分 優作森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 434＋ 21：56．5大差 147．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，364，000円 複勝： 31，911，300円 枠連： 11，849，700円
馬連： 48，665，200円 馬単： 24，733，600円 ワイド： 28，169，000円
3連複： 64，758，000円 3連単： 92，731，400円 計： 326，182，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 280円 � 180円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 570円 �� 290円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 17，150円

票 数

単勝票数 計 233640 的中 � 64019（1番人気）
複勝票数 計 319113 的中 � 78314（1番人気）� 23069（6番人気）� 42868（4番人気）
枠連票数 計 118497 的中 （4－7） 18865（1番人気）
馬連票数 計 486652 的中 �� 19371（8番人気）
馬単票数 計 247336 的中 �� 5368（16番人気）
ワイド票数 計 281690 的中 �� 12216（8番人気）�� 27546（2番人気）�� 5350（15番人気）
3連複票数 計 647580 的中 ��� 15489（8番人気）
3連単票数 計 927314 的中 ��� 3920（55番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―13．2―13．0―12．9―12．4―12．3―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．2―50．2―1：03．1―1：15．5―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスタキサンチン �
�
父 ヴ リ ル �

�
母父 ハウスバスター デビュー 2014．8．2 小倉9着

2012．5．6生 牝4栗 母 テンセイフジ 母母 ハローメルヘン 28戦2勝 賞金 31，950，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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。



2806710月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第7競走 ��1，400�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 イーデンホール 牡4栗 57 F．ヴェロン�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 492－101：24．8 6．0�
（仏）

611 ミトノゴールド 牡4栗 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B488± 01：25．43� 4．2�
714 ドンボラーレ 牡3栗 55 浜中 俊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 21：25．5クビ 6．9�
816 フィールブリーズ 牡3鹿 55

53 △城戸 義政水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 524± 0 〃 アタマ 25．0�
612 メイショウノボサン 牡3栗 55 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋ 21：25．71 7．3�
510 オールスマイル 牝3青鹿53 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 0 〃 アタマ 7．3	
713 ペプチドアルマ 牡4黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 456＋ 61：25．8� 61．9

35 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 448± 0 〃 アタマ 7．6�
59 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 岩田 康誠永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 アタマ 48．7�
24 リリーシューター 牡3鹿 55 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 502＋ 61：25．9クビ 10．6
48 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 55 高倉 稜西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 478＋ 1 〃 ハナ 64．7�
12 レンズフルパワー 牡4鹿 57 藤岡 康太田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 504＋ 21：26．43 31．3�
47 アイアンマン 牡3鹿 55 松山 弘平杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 456＋121：26．6� 21．9�
23 キ ラ パ ワ ー 牡3栗 55 田中 健山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 460－ 21：27．02� 61．0�
11 � イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 428＋201：27．1� 230．0�
815� ウイングタイガー 牝4鹿 55 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 448＋151：27．73� 52．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，391，200円 複勝： 44，540，000円 枠連： 19，296，900円
馬連： 65，957，400円 馬単： 28，408，600円 ワイド： 40，068，400円
3連複： 97，415，900円 3連単： 107，854，300円 計： 428，932，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 260円 � 160円 � 220円 枠 連（3－6） 480円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 620円 �� 900円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 23，630円

票 数

単勝票数 計 253912 的中 � 33487（2番人気）
複勝票数 計 445400 的中 � 39175（6番人気）� 86887（1番人気）� 48629（4番人気）
枠連票数 計 192969 的中 （3－6） 30854（1番人気）
馬連票数 計 659574 的中 �� 31664（5番人気）
馬単票数 計 284086 的中 �� 6182（11番人気）
ワイド票数 計 400684 的中 �� 16846（4番人気）�� 11027（11番人気）�� 18035（3番人気）
3連複票数 計 974159 的中 ��� 16581（10番人気）
3連単票数 計1078543 的中 ��� 3308（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―36．0―48．8―1：00．9―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーデンホール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌4着

2012．2．27生 牡4栗 母 シーリーコート 母母 シ ー リ ー ル 16戦3勝 賞金 33，006，000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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウグンパイ号
※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。

2806810月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第8競走 ��
��2，200�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54�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
2：10．0
2：09．9

良
良

34 デルマオギン 牝3鹿 52 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472＋ 22：11．9 50．7�
22 ストンライティング 牡3鹿 54

51 ▲荻野 極石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 440＋ 2 〃 ハナ 27．5�
57 ヴァーサトル 牡4黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 500－ 2 〃 クビ 29．6�
45 ドルフィンマーク �3黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B500＋ 42：12．0クビ 4．8�
69 ビービーブレスユー 牡3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 490－ 4 〃 クビ 6．2�
58 ニホンピロカーン 牡3鹿 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462＋162：12．31	 20．7	
33 ブレッシングテレサ 牝3青鹿52 藤岡 康太 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋162：12．4
 14．2

610 ヴァフラーム 牝4鹿 55 武 豊市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 クビ 3．1�
813 ルドルフィーナ 牡3青鹿54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 470＋ 4 〃 アタマ 7．1
46 ナムラヘイハチロー 牡3鹿 54 松田 大作奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 454＋ 42：12．61� 6．3�
11 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿52 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 02：12．81 56．0�
711 ホットファイヤー 牡3鹿 54 松山 弘平西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 458± 02：13．22
 34．5�
712� タガノグリズリー 牡5鹿 57

55 △城戸 義政八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B476－ 22：14．15 128．3�
814 テイエムハヤブサ 牡3青鹿54 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 452＋ 82：15．16 239．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，595，000円 複勝： 43，352，800円 枠連： 18，675，600円
馬連： 64，561，000円 馬単： 30，702，200円 ワイド： 36，176，200円
3連複： 84，701，800円 3連単： 103，675，300円 計： 407，439，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，070円 複 勝 � 1，350円 � 850円 � 1，060円 枠 連（2－3） 13，970円

馬 連 �� 33，200円 馬 単 �� 64，680円

ワ イ ド �� 5，990円 �� 5，810円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 179，960円 3 連 単 ��� 1，533，970円

票 数

単勝票数 計 255950 的中 � 4032（11番人気）
複勝票数 計 433528 的中 � 8376（11番人気）� 13778（8番人気）� 10813（10番人気）
枠連票数 計 186756 的中 （2－3） 1036（24番人気）
馬連票数 計 645610 的中 �� 1507（57番人気）
馬単票数 計 307022 的中 �� 356（123番人気）
ワイド票数 計 361762 的中 �� 1558（54番人気）�� 1607（53番人気）�� 1877（51番人気）
3連複票数 計 847018 的中 ��� 353（227番人気）
3連単票数 計1036753 的中 ��� 49（1491番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―11．8―11．8―12．2―12．3―11．9―12．0―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―35．3―47．1―58．9―1：11．1―1：23．4―1：35．3―1：47．3―1：59．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマオギン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2015．9．6 小倉6着

2013．3．28生 牝3鹿 母 センターステージ 母母 ランニングヒロイン 15戦2勝 賞金 17，900，000円



2806910月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第9競走 ��
��1，200�

み ぶ

壬 生 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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

22 ナインテイルズ 牡5栗 57 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 478± 01：07．5 13．0�
44 グランシェリー 牝5芦 55 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 524－ 21：07．71� 4．8�
57 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿53 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 470＋161：08．01	 2．0�
56 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 55 酒井 学上村 利幸氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 484－ 2 〃 ハナ 107．0�
711 スノーエンジェル 牝4芦 55 岡田 祥嗣三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 458＋ 61：08．1	 94．8�
11 � エリシェヴァ 牝3鹿 53 松若 風馬前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 478± 01：08．2	 12．0	
69 オ ヒ ア 牝4黒鹿55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 456＋ 41：08．4	 13．3

68 � ハイマウンテン 牝6鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 456± 01：08．5	 100．7�
33 サフランハート 牡3鹿 55 田中 健海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 440＋ 81：08．92� 11．0�
813 コンテッサトゥーレ 牝4鹿 55 F．ヴェロン 社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋101：09．43 7．5�

（仏）

45 ブラウンカイ 牡5鹿 57 小牧 太キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 466＋ 4 〃 アタマ 89．9�
812 クラウンカイザー 牡7黒鹿57 和田 竜二�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 512＋181：10．03� 153．5�
710 ヴィクタープライム 牡4青鹿57 藤岡 佑介村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 B458－ 4 （競走中止） 26．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，929，200円 複勝： 51，907，400円 枠連： 16，603，300円
馬連： 83，810，700円 馬単： 44，794，600円 ワイド： 45，457，400円
3連複： 107，008，000円 3連単： 173，632，600円 計： 561，143，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 190円 � 140円 � 120円 枠 連（2－4） 3，730円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 620円 �� 480円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 24，300円

票 数

単勝票数 計 379292 的中 � 23198（6番人気）
複勝票数 計 519074 的中 � 54466（3番人気）� 93407（2番人気）� 138943（1番人気）
枠連票数 計 166033 的中 （2－4） 3445（12番人気）
馬連票数 計 838107 的中 �� 21367（11番人気）
馬単票数 計 447946 的中 �� 4182（25番人気）
ワイド票数 計 454574 的中 �� 17246（7番人気）�� 22895（5番人気）�� 51593（1番人気）
3連複票数 計1070080 的中 ��� 42208（4番人気）
3連単票数 計1736326 的中 ��� 5180（76番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．5―11．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．0―44．2―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．5
3 4－9，10（1，7，12）（2，5）13，6，11，3，8 4 4－9（1，7，10）（2，5，12）6（3，13）（11，8）

勝馬の
紹 介

ナインテイルズ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．7生 牡5栗 母 マイネフォクシー 母母 ゴールデンタッソー 37戦4勝 賞金 52，688，000円
〔競走中止〕 ヴィクタープライム号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。
※ブラウンカイ号は，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。

2807010月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第10競走 ��
��2，400�

こ と

古都ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，27．10．24以降28．10．16まで1回以上出走馬，除3歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

55 プロレタリアト 牝5鹿 53 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B430± 02：25．3 19．7�
44 エーティータラント 牡6芦 55 松田 大作荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 504± 0 〃 クビ 10．3�
11 ワールドレーヴ 牡6黒鹿55 岩田 康誠嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470－ 2 〃 アタマ 6．1�
33 ディスキーダンス 牡5栗 55 松山 弘平 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B460－ 42：25．62 30．1�
68 スピリッツミノル 牡4栗 56 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 42：25．7クビ 7．4�
67 グランドサッシュ 牡5黒鹿56 和田 竜二 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 8 〃 ハナ 5．0	
710 アドマイヤオウジャ 牡6鹿 53 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－ 22：25．8� 54．8

811 ジ ェ ラ ル ド �7栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 アタマ 44．2�
56 リスペクトアース 牡3黒鹿53 F．ヴェロン �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 542＋ 82：25．9クビ 5．8�
（仏）

812 ラブラドライト �7鹿 54 松若 風馬吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B492＋ 4 〃 クビ 19．6�
79 シ ホ ウ 牡5鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 512± 02：26．11	 4．6�
22 グランアルマダ 牡4芦 56 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 534＋ 62：26．52
 10．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，615，800円 複勝： 53，269，700円 枠連： 25，492，900円
馬連： 107，119，700円 馬単： 44，121，100円 ワイド： 52，145，700円
3連複： 140，873，500円 3連単： 182，376，600円 計： 638，015，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 510円 � 270円 � 220円 枠 連（4－5） 2，950円

馬 連 �� 7，370円 馬 単 �� 14，450円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 2，070円 �� 940円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 100，240円

票 数

単勝票数 計 326158 的中 � 13197（9番人気）
複勝票数 計 532697 的中 � 23752（9番人気）� 51778（6番人気）� 69013（3番人気）
枠連票数 計 254929 的中 （4－5） 6686（15番人気）
馬連票数 計1071197 的中 �� 11253（30番人気）
馬単票数 計 441211 的中 �� 2290（57番人気）
ワイド票数 計 521457 的中 �� 7199（26番人気）�� 6366（29番人気）�� 14701（13番人気）
3連複票数 計1408735 的中 ��� 7241（54番人気）
3連単票数 計1823766 的中 ��� 1319（383番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．4―12．5―12．5―12．6―12．7―13．0―12．1―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．2―35．6―48．1―1：00．6―1：13．2―1：25．9―1：38．9―1：51．0―2：02．5―2：13．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロレタリアト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．2．18 東京8着

2011．3．1生 牝5鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 19戦4勝 賞金 64，038，000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。



2807110月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第11競走 ��
��1，200�

むろまち

室町ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，27．10．24以降28．10．16まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

47 ブルドッグボス 牡4鹿 57 岩田 康誠 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 514＋ 61：10．3 2．3�
24 エイシンローリン 牝5栗 54 太宰 啓介�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 466＋ 61：10．51� 8．3�
611 キョウエイアシュラ 牡9鹿 55 坂井 瑠星田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 472＋ 41：10．81	 210．8�
36 ナガラオリオン 牡7鹿 56 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 472＋ 4 〃 クビ 19．9�
713 カ ジ キ 牡7鹿 56 武 豊幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 502－ 2 〃 ハナ 9．6�
12 マキャヴィティ 牡5栗 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 516＋18 〃 ハナ 14．2	
11 ヒラボクプリンス 牡6鹿 54 藤岡 康太�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 498＋121：11．12 31．0

612 スズカセクレターボ 牡8栗 53 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484＋ 2 〃 クビ 115．3�
48 
 ナンチンノン 牡5栗 55 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 540＋ 41：11．2クビ 26．7�
815 カリスマサンスカイ 牡8鹿 53 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B528－ 8 〃 ハナ 40．0
510 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 504＋ 41：11．3� 4．5�
35 キタサンミカヅキ 牡6鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 532＋ 41：11．4	 22．9�
59 � サクラレグナム 牡7栗 54 松山 弘平�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 506＋ 41：11．6	 126．6�
714 アンナミルト 牝5黒鹿52 酒井 学 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 434＋ 21：11．92 25．3�
816 シャトーウインド 牡6黒鹿54 松田 大作円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 472＋ 61：12．43 80．8�
23 サ ン レ ー ン 牝6鹿 52 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 4 〃 クビ 22．2�
（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，649，400円 複勝： 80，390，400円 枠連： 48，727，600円
馬連： 215，816，500円 馬単： 92，743，200円 ワイド： 97，318，300円
3連複： 317，766，300円 3連単： 476，471，300円 計： 1，383，883，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 260円 � 3，200円 枠 連（2－4） 790円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 530円 �� 8，720円 �� 26，630円

3 連 複 ��� 70，970円 3 連 単 ��� 179，630円

票 数

単勝票数 計 546494 的中 � 189469（1番人気）
複勝票数 計 803904 的中 � 232385（1番人気）� 71984（3番人気）� 4220（16番人気）
枠連票数 計 487276 的中 （2－4） 47447（2番人気）
馬連票数 計2158165 的中 �� 171123（2番人気）
馬単票数 計 927432 的中 �� 46891（3番人気）
ワイド票数 計 973183 的中 �� 51387（2番人気）�� 2743（66番人気）�� 893（104番人気）
3連複票数 計3177663 的中 ��� 3358（151番人気）
3連単票数 計4764713 的中 ��� 1923（467番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルドッグボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．10．19 京都1着

2012．4．20生 牡4鹿 母 リファールカンヌ 母母 リファールニース 14戦7勝 賞金 149，720，000円
［他本会外：3戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 カオスモス号・キクノソル号・サクラエール号・シゲルカガ号・ナリタスーパーワン号・ビリオネア号・

ピンポン号・メイショウノーベル号・ローズミラクル号
※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。

2807210月22日 曇 良 （28京都4）第6日 第12競走 ��
��1，800�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
1：47．8
1：47．8

重
重

44 マイネルオフィール 牡4鹿 57 F．ヴェロン �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 B476－ 41：52．7 27．2�

（仏）

68 クリノリトミシュル 牝3鹿 53 小牧 太栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 500± 01：53．02 5．2�
79 ケルティックソード 牡3栗 55

52 ▲坂井 瑠星吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 494－ 41：53．21� 8．5�
55 	 スリーアロー 牝5黒鹿55 藤岡 康太松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496－ 21：53．3
 2．7�
11 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿55 浜中 俊吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B500＋ 61：53．4� 3．7�
67 ザイディックメア 牡4鹿 57 武 豊 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 12．8

22 フジインザスカイ 牝5鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 448－ 21：53．5クビ 119．2�
56 ナムラアラシ 牡3鹿 55 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 514＋ 2 〃 クビ 33．8�
812	 キーアシスト 牡5鹿 57 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 504－ 21：53．92� 57．4
811 ニホンピロシナバー 牡4青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 502± 01：54．0クビ 13．8�
33 	 ビーチブレイブ 牡6芦 57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B502－ 21：54．21� 89．2�
710 ドライバーズハイ 牡3鹿 55 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 448＋ 61：55．58 15．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，320，900円 複勝： 52，107，800円 枠連： 25，064，700円
馬連： 116，931，000円 馬単： 50，834，900円 ワイド： 58，982，100円
3連複： 150，115，100円 3連単： 228，227，100円 計： 722，583，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 650円 � 220円 � 310円 枠 連（4－6） 4，620円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 14，400円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 4，920円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 25，430円 3 連 単 ��� 217，430円

票 数

単勝票数 計 403209 的中 � 11830（8番人気）
複勝票数 計 521078 的中 � 17957（9番人気）� 72547（3番人気）� 43884（4番人気）
枠連票数 計 250647 的中 （4－6） 4204（13番人気）
馬連票数 計1169310 的中 �� 13618（22番人気）
馬単票数 計 508349 的中 �� 2647（48番人気）
ワイド票数 計 589821 的中 �� 7086（24番人気）�� 3015（38番人気）�� 13506（13番人気）
3連複票数 計1501151 的中 ��� 4426（71番人気）
3連単票数 計2282271 的中 ��� 761（488番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．1―51．0―1：04．5―1：17．4―1：29．3―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルオフィール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．17生 牡4鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 21戦4勝 賞金 58，708，000円
〔騎手変更〕 エポック号の騎手藤岡佑介は，第9競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
※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。



（28京都4）第6日 10月22日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

223，170，000円
2，530，000円
12，500，000円
1，300，000円
22，790，000円
63，153，000円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
370，588，400円
602，176，500円
220，910，300円
901，222，000円
453，620，900円
482，297，300円
1，240，368，100円
1，869，720，200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 6，140，903，700円

総入場人員 19，869名 （有料入場人員 18，661名）
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