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3208511月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第1競走 ��1，800�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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

815 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 504－ 81：54．6 24．2�
22 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± 0 〃 クビ 20．4�
23 ゴ テ ツ 牡2青鹿55 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 480＋ 4 〃 アタマ 8．8�
610 ハギノグランコート 牡2栗 55 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508± 01：54．91� 2．4�
34 ホッコーフウガ 牡2鹿 55 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 484－ 61：55．0クビ 32．5�
47 キクノシュペール 牡2芦 55 M．デムーロ菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 482＋ 21：55．63� 4．4�
814 カフジプリンス 牡2栗 55 A．シュタルケ 加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522＋121：56．45 11．3	

（独）

35 マジックダイオウ 牡2栗 55 小坂 忠士
杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 472＋141：56．5クビ 173．4�
11 エスプリベルテ 牡2栗 55 高倉 稜渡邊 久憲氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 516＋ 21：56．92� 209．3�
713 モズジュピター 牡2鹿 55 藤懸 貴志 キャピタル・システム 牧田 和弥 日高 目黒牧場 432－ 21：57．0� 369．4�
712 メイショウコドウ 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 472－ 41：57．21� 161．0�
58 ギ ャ デ ィ ス 牡2鹿 55 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 468＋ 2 〃 ハナ 13．9�
59 ク ラ ッ プ ス 牡2黒鹿 55

53 △	島 克駿山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 460＋ 21：57．3� 371．0�
46 トラストルーク 牡2鹿 55 川田 将雅菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 516＋161：59．6大差 5．3�
611 アドマイヤデライト 牡2黒鹿55 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 520± 01：59．7� 77．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，383，700円 複勝： 31，798，700円 枠連： 13，601，200円
馬連： 49，239，800円 馬単： 28，536，300円 ワイド： 29，010，400円
3連複： 71，878，000円 3連単： 97，925，000円 計： 343，373，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 710円 � 480円 � 300円 枠 連（2－8） 2，000円

馬 連 �� 20，590円 馬 単 �� 43，670円

ワ イ ド �� 4，890円 �� 3，320円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 44，220円 3 連 単 ��� 311，380円

票 数

単勝票数 計 213837 的中 � 7068（8番人気）
複勝票数 計 317987 的中 � 10948（8番人気）� 17015（6番人気）� 30876（4番人気）
枠連票数 計 136012 的中 （2－8） 5248（7番人気）
馬連票数 計 492398 的中 �� 1853（38番人気）
馬単票数 計 285363 的中 �� 490（77番人気）
ワイド票数 計 290104 的中 �� 1509（36番人気）�� 2243（30番人気）�� 4730（19番人気）
3連複票数 計 718780 的中 ��� 1219（92番人気）
3連単票数 計 979250 的中 ��� 228（568番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．6―12．7―12．9―12．9―12．8―13．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．4―49．1―1：02．0―1：14．9―1：27．7―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．7
1
3
・（4，8）6，11（2，9，10）7，15，13（5，14）1，3－12
4（15，10）8（2，6，7）（5，3）－9（1，11，14）－（13，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プラネットブルー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2015．10．31 京都9着

2013．3．3生 牡2栗 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 マジックダイオウ号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 ベルウッドエフディ号の騎手幸英明は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤデライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月28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。

3208611月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第2競走 ��
��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

813 ユアマイラブ 牡2鹿 55 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 21：12．5 4．3�
33 ナムラミラクル 牡2芦 55 藤岡 康太奈村 信重氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 474－ 21：12．6� 21．0�
56 � アメリカントップ 牡2鹿 55 川田 将雅吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud 528＋ 21：12．7� 6．2�
11 � ボーサンシー 牡2栗 55 池添 謙一吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

514＋10 〃 ハナ 2．5�
22 アンペラール 牡2芦 55 松山 弘平金山 圭充氏 池添 兼雄 日高 松平牧場 438＋ 41：13．33	 26．3�
68 グランパルファン 牝2鹿 54 C．ルメール �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 446－ 41：13．4� 3．4	
45 � ジークイーン 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太 �キャピタル・システム 平田 修 米 Oratis & New
Dawn Stable 500＋ 81：13．5	 17．0


44 シゲルシロアマダイ 牡2芦 55 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B446＋ 21：14．13	 333．7�
710 メイショウサイジン 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 470＋ 81：14．73	 40．8�
711 シゲルスズキ 牡2栗 55 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 472－ 2 〃 アタマ 285．0
57 ミッキーハスラー 牡2芦 55

53 △
島 克駿三木 久史氏 中村 均 千歳 社台ファーム 482＋ 81：15．33	 465．1�
812 サンラポルテ 牡2鹿 55 高倉 稜加藤 信之氏 松元 茂樹 新冠 競優牧場 440＋ 61：15．93	 189．4�
69 シゲルメバル 牝2鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 服部 利之 新冠 中央牧場 436± 01：16．96 324．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，326，400円 複勝： 40，991，200円 枠連： 9，077，300円
馬連： 51，349，000円 馬単： 30，735，600円 ワイド： 30，133，200円
3連複： 70，741，900円 3連単： 101，101，400円 計： 361，456，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 420円 � 210円 枠 連（3－8） 3，970円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 810円 �� 630円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 26，170円

票 数

単勝票数 計 273264 的中 � 49961（3番人気）
複勝票数 計 409912 的中 � 75803（3番人気）� 20501（6番人気）� 51146（4番人気）
枠連票数 計 90773 的中 （3－8） 1771（16番人気）
馬連票数 計 513490 的中 �� 14105（10番人気）
馬単票数 計 307356 的中 �� 5206（17番人気）
ワイド票数 計 301332 的中 �� 9564（9番人気）�� 12706（7番人気）�� 5283（18番人気）
3連複票数 計 707419 的中 ��� 10831（19番人気）
3連単票数 計1011014 的中 ��� 2800（92番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．1―12．6―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 ・（1，2）6，8，10（3，5）－（4，13）9（11，12）7 4 1（2，6）（8，5，10）（3，13）－4－（11，9，12）－7

勝馬の
紹 介

ユアマイラブ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．11．1 京都4着

2013．2．24生 牡2鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 ボーサンシー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルメバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月28日まで平地競

走に出走できない。

第５回 京都競馬 第８日



3208711月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

69 ピ ッ ト ボ ス 牡2鹿 55 小牧 太前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 510＋ 41：54．6 7．9�
33 カフジキング 牡2鹿 55 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460± 01：54．7� 2．0�
34 トウシンタイガー 牡2鹿 55 戸崎 圭太�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 516＋ 2 〃 クビ 3．5�
46 タガノジーニアス 牡2鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 21：55．01� 4．4�
711 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± 01：55．21� 95．4�
814 マ ジ メ 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 前川 隆範 490＋ 21：55．52 32．2	
57 ミラクルメーカー 牡2鹿 55 A．アッゼニ 林 正道氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 512± 01：56．24 60．4


（英）

712 シゲルカンパチ 牡2鹿 55
52 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 坂 牧場 450－ 61：56．3クビ 485．6�

610 ス リ ー バ ゴ 牡2青鹿55 柴田 未崎永井商事� 坪 憲章 むかわ 新井牧場 482＋ 81：56．83 193．3�
45 サカジロウィーク 牡2黒鹿55 和田 竜二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 平取 スガタ牧場 508－ 41：56．9� 56．1
11 バックパッカー 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 492± 01：57．0� 297．4�
58 エイシンチムニー 牝2黒鹿54 A．シュタルケ�栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 534－ 41：58．17 23．7�

（独）

813 ジョウショウバトル 牡2鹿 55 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 土田農場 484－ 41：58．42 124．7�
（13頭）

22 ランドストーリア 牡2黒鹿55 菱田 裕二木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 西村 和夫 454＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，255，400円 複勝： 37，053，300円 枠連： 14，477，300円
馬連： 45，628，400円 馬単： 29，945，400円 ワイド： 26，550，700円
3連複： 62，917，500円 3連単： 94，504，200円 計： 338，332，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 310円 �� 330円 �� 140円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 差引計 272554（返還計 4193） 的中 � 27591（4番人気）
複勝票数 差引計 370533（返還計 8525） 的中 � 28189（4番人気）� 176643（1番人気）� 66389（2番人気）
枠連票数 差引計 144773（返還計 8461） 的中 （3－6） 19136（3番人気）
馬連票数 差引計 456284（返還計 31727） 的中 �� 35428（4番人気）
馬単票数 差引計 299454（返還計 18299） 的中 �� 8885（9番人気）
ワイド票数 差引計 265507（返還計 22824） 的中 �� 18304（4番人気）�� 16950（5番人気）�� 64394（1番人気）
3連複票数 差引計 629175（返還計 86455） 的中 ��� 82224（2番人気）
3連単票数 差引計 945042（返還計126409） 的中 ��� 10026（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．9―13．1―13．2―12．6―12．8―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．7―49．8―1：03．0―1：15．6―1：28．4―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
12（6，8）（4，9）－5（3，11）14，1（10，13）－7・（12，6）（4，9）11，8（5，14）（1，3，7）（10，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピ ッ ト ボ ス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．18 京都5着

2013．4．11生 牡2鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走除外〕 ランドストーリア号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 バックパッカー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 ピットボス号の騎手小牧太は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・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。

3208811月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第4競走 ��
��1，400�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
1：20．5
1：20．3

良
良

46 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 466＋ 61：21．8 4．3�

47 � スペードクイーン 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-
sell Jr et al 470－ 4 〃 クビ 2．6�

610 ハ リ ー 牡2鹿 55 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418± 01：22．01� 4．5�
58 ウイングダイチャン 牡2栗 55 川田 将雅池田 實氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 456＋ 21：22．32 10．5�
35 プラチナメモリー 牝2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 吉田 直弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 384－101：22．61	 12．8�
23 ベストワークス 牡2栗 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 454± 01：22．81� 45．6	
815 クリノサンレオ 牡2栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 438± 01：22．9	 60．3

11 カ イ 牡2栗 55 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 21：23．0
 7．7�
22 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 460＋ 41：23．1
 30．7
814 ハハノンキダネ 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 428＋ 41：23．52	 355．4�
712 トウケイダンディ 牡2栗 55

54 ☆松若 風馬木村 信彦氏 清水 久詞 日高 道見牧場 496＋ 2 〃 アタマ 52．1�
611 ア ミ ー ラ 牝2鹿 54 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 B442－ 21：23．6	 116．4�
59 ランドハイパワー 牡2鹿 55 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 482－ 21：23．91
 71．4�
713 ジスイズザゼネラル 牡2黒鹿55 和田 竜二山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 464＋ 41：24．21
 504．3�
34 パープルハリケーン 牡2栗 55 国分 恭介中野 銀十氏 作田 誠二 様似 山本 和彦 468± 01：26．3大差 390．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，902，900円 複勝： 43，973，400円 枠連： 15，940，200円
馬連： 59，050，400円 馬単： 35，316，100円 ワイド： 34，050，000円
3連複： 81，270，800円 3連単： 115，115，600円 計： 416，619，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（4－4） 650円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 340円 �� 290円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，860円

票 数

単勝票数 計 319029 的中 � 59021（2番人気）
複勝票数 計 439734 的中 � 74658（3番人気）� 114138（1番人気）� 80661（2番人気）
枠連票数 計 159402 的中 （4－4） 18740（3番人気）
馬連票数 計 590504 的中 �� 77664（1番人気）
馬単票数 計 353161 的中 �� 18329（3番人気）
ワイド票数 計 340500 的中 �� 34337（1番人気）�� 24527（3番人気）�� 30303（2番人気）
3連複票数 計 812708 的中 ��� 62970（1番人気）
3連単票数 計1151156 的中 ��� 17147（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―46．5―58．1―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 ・（11，3，8）2，12（1，7，6）（5，10，9）－（15，13）14－4 4 ・（11，3，8）（2，6）12，7（1，10）5（13，9）15，14－4

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡2鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ファインニードル号の騎手藤岡康太は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルハリケーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月28日まで

平地競走に出走できない。



3208911月28日 晴 良 （27京都5）第8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

811 サンライズビーム 牡2芦 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 426 ―1：37．0 26．4�
11 � エイシンイクサボシ 牡2鹿 55 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 愛 K. K. Ei-

shindo 432 ―1：37．1� 25．3�
33 � ディープオーパス 牡2芦 55 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz 494 ―1：37．41	 8．1�
55 ジェルミナーレ 牝2鹿 54 C．ルメール �ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 456 ― 〃 ハナ 1．9�
812 ベ ル ロ ッ ク 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 542 ―1：38．14 8．1	
22 ハイリマイリ 牝2栗 54 岩田 康誠守内ひろ子氏 飯田 雄三 浦河 笠松牧場 458 ― 〃 クビ 24．0

710 アズマタックン 牡2青鹿55 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 462 ―1：38．2クビ 67．3�
68 ライペンミノル 牡2栗 55

54 ☆松若 風馬吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 530 ―1：38．52 11．2�
56 ヒデノホープ 牝2鹿 54 
島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 410 ― 〃 クビ 234．8
44 ショウナンサーフ 牡2鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 浜田多実雄 新冠 ムラカミファーム 474 ―1：39．03 170．0�
67 ストライクイーグル 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 524 ―1：43．2大差 13．1�
79 サダムノンノ 牝2鹿 54 M．デムーロ大西 定氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 420 ― 〃 ハナ 5．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，883，000円 複勝： 32，927，800円 枠連： 12，192，300円
馬連： 47，494，900円 馬単： 31，300，100円 ワイド： 26，979，500円
3連複： 61，583，800円 3連単： 95，893，600円 計： 339，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 750円 � 800円 � 260円 枠 連（1－8） 5，300円

馬 連 �� 18，440円 馬 単 �� 47，900円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 2，080円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 34，230円 3 連 単 ��� 344，170円

票 数

単勝票数 計 308830 的中 � 9345（9番人気）
複勝票数 計 329278 的中 � 10607（8番人気）� 9920（9番人気）� 38292（3番人気）
枠連票数 計 121923 的中 （1－8） 1781（14番人気）
馬連票数 計 474949 的中 �� 1996（39番人気）
馬単票数 計 313001 的中 �� 490（81番人気）
ワイド票数 計 269795 的中 �� 1727（35番人気）�� 3363（23番人気）�� 3334（25番人気）
3連複票数 計 615838 的中 ��� 1349（80番人気）
3連単票数 計 958936 的中 ��� 202（593番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．5―49．7―1：02．3―1：13．9―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．7
3 1，11，12，3（8，5）4，6，7（2，9）－10 4 ・（1，11）－（3，12）－（4，8，5）6，2（10，9）－7

勝馬の
紹 介

サンライズビーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2013．4．23生 牡2芦 母 ラトーヌサンライズ 母母 ノベンバーサンライズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストライクイーグル号・サダムノンノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

12月28日まで平地競走に出走できない。

3209011月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

23 ヨウチエンコース 牡2栗 55 小牧 太一村 哲也氏 小崎 憲 新ひだか 萩澤 俊雄 460 ―1：27．7 13．9�
713 スーセントマリー 牝2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 480 ―1：27．91� 6．8�
816 メイショウミラコロ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 520 ―1：28．11� 5．9�
35 チチェルキア 牝2栗 54 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：28．63 10．4�
47 オリエンタルローズ 牝2鹿 54 幸 英明山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 488 ― 〃 アタマ 1．8	
24 タイムシャワー 牡2栗 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 456 ―1：28．8	 296．3

12 トウカイフェイト 牝2鹿 54 藤岡 康太内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 岡部牧場 460 ―1：29．11	 30．3�
714 テイエムスタンリー 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 446 ―1：29．2	 77．6�
59 サンライズウィズ 牡2鹿 55 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 496 ―1：29．62� 24．1
11 ヨドノローズ 牝2栗 54 難波 剛健海原 聖一氏 高橋 義忠 浦河 林農場 448 ―1：29．7クビ 340．5�
510 エスニックジュエル 牝2黒鹿 54

52 △
島 克駿金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 日高 日高大洋牧場 448 ― 〃 クビ 21．6�

36 シンゼンヤマト 牡2鹿 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 松浦牧場 496 ―1：29．8クビ 34．5�
611 カンガルーブラクマ 牡2黒鹿55 太宰 啓介長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 沖田 忠幸 488 ―1：30．22� 104．6�
48 タイバーカット 牡2栗 55 和田 竜二水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 468 ―1：31．47 45．5�
815 ニ シ カ ゼ 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 466 ―1：31．71	 79．3�
612 ヤマイチマロン 牝2鹿 54 国分 恭介坂本 肇氏 浜田多実雄 新ひだか 有限会社石川牧場 520 ― 〃 クビ 75．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，782，300円 複勝： 38，809，800円 枠連： 16，419，200円
馬連： 51，875，000円 馬単： 32，678，100円 ワイド： 34，098，900円
3連複： 68，148，700円 3連単： 100，259，200円 計： 377，071，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 290円 � 180円 � 200円 枠 連（2－7） 4，240円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 11，630円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，280円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 57，680円

票 数

単勝票数 計 347823 的中 � 20001（5番人気）
複勝票数 計 388098 的中 � 30660（5番人気）� 59697（2番人気）� 53300（3番人気）
枠連票数 計 164192 的中 （2－7） 3001（17番人気）
馬連票数 計 518750 的中 �� 10311（14番人気）
馬単票数 計 326781 的中 �� 2107（36番人気）
ワイド票数 計 340989 的中 �� 6097（15番人気）�� 6729（12番人気）�� 12380（6番人気）
3連複票数 計 681487 的中 ��� 7794（21番人気）
3連単票数 計1002592 的中 ��� 1260（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．1―49．0―1：02．0―1：14．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨウチエンコース �
�
父 ノボジャック �

�
母父 オ ジ ジ ア ン 初出走

2013．6．16生 牡2栗 母 エリモジェニー 母母 エリモファンタジー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ヤマイチマロン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマイチマロン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年12月28日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノンゼロサム号



3209111月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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
1：31．4
1：30．7

良
良

48 イレイション 牡3栗 56 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 21：34．1 3．9�

（英）

713 アルパーシャン 牡3栗 56 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 458＋ 41：34．2� 3．5�
36 メイショウヤマホコ 牡5黒鹿 57

55 △義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 478＋ 81：34．52 32．4�
818 ガルデルスリール 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：35．03 4．1�
817 アスクジョーダン 牡3鹿 56 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 502－ 2 〃 ハナ 23．6�
510 ウェーブキング 牡3鹿 56 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 514＋ 8 〃 クビ 26．0	
715 ダブルイーグル 牡7鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 478－ 2 〃 ハナ 135．2

35 グレイスミノル 牝3青鹿54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 476＋ 61：35．1� 125．3�
23 ビアンコカンドーレ 牝4芦 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 252．6�
24 ブラックバード 牡3鹿 56

54 △�島 克駿 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 470＋ 2 〃 ハナ 8．2
611 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 478± 01：35．31� 53．3�
47 	 メイショウウケヅキ 牝4鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 松下 武士 浦河 赤田牧場 462－151：35．51� 170．9�
816 カプリチオーソ 牡3栗 56 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 456＋101：35．6アタマ 266．6�
11 ピ ン ク マ ン 牡3黒鹿56 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 454＋ 81：35．7� 99．1�
12 	 トリニティプレイス 牝4鹿 55 藤岡 康太�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 430＋ 4 〃 クビ 90．3�
59 ア ー ブ ル 牡4黒鹿57 池添 謙一吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 B548＋161：35．9
 9．8�
612 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B450＋ 61：36．0
 14．8�
714 メイショウサターン 牡3栗 56 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 482＋ 21：36．85 424．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，867，700円 複勝： 48，140，400円 枠連： 20，594，800円
馬連： 80，543，200円 馬単： 37，026，800円 ワイド： 43，921，400円
3連複： 101，863，400円 3連単： 128，614，700円 計： 495，572，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 150円 � 540円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，420円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 20，470円

票 数

単勝票数 計 348677 的中 � 71006（2番人気）
複勝票数 計 481404 的中 � 88993（3番人気）� 95341（2番人気）� 15975（8番人気）
枠連票数 計 205948 的中 （4－7） 21760（3番人気）
馬連票数 計 805432 的中 �� 88092（1番人気）
馬単票数 計 370268 的中 �� 19649（2番人気）
ワイド票数 計 439214 的中 �� 37837（2番人気）�� 7413（16番人気）�� 6378（18番人気）
3連複票数 計1018634 的中 ��� 12898（17番人気）
3連単票数 計1286147 的中 ��� 4555（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．2―58．9―1：10．3―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 ・（5，11）9（4，10）（8，16）1－（6，17）13（3，7）－18－2（15，14）12 4 ・（5，11）（4，10，9）（8，16）（1，6，17）－（3，13）7－18－2，15，14，12

勝馬の
紹 介

イレイション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 King’s Best デビュー 2015．4．25 福島3着

2012．4．28生 牡3栗 母 フェリシタス 母母 Embassy 5戦2勝 賞金 17，150，000円
〔制裁〕 ブラックバード号の騎手�島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔その他〕 トリニティプレイス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トリニティプレイス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年12月28日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムレンジャー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3209211月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

510 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿56 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 496＋ 41：24．9 2．2�

36 タマモユウトウセイ 牡4栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B480－ 21：25．22 3．9�
47 � ライブリヘイロー 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 468＋ 61：25．41� 114．8�
815 パセンジャーシップ 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488± 01：25．5クビ 11．2�
816 ジャコカッテ 牡4栗 57

55 △�島 克駿晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 506＋101：25．71	 11．6�
612 ミキノグランプリ 牡4栗 57

55 △城戸 義政谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 472＋ 6 〃 クビ 47．7	
35 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 484＋ 41：25．8クビ 12．7

713 モントルルシュマン 牡3鹿 56 和田 竜二藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 458＋ 4 〃 同着 265．6�
48 エンドレスシャイン 牡4鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 444＋141：26．01	 27．5�
12 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 476－ 6 〃 アタマ 56．2
24 サーティグランド 牡3鹿 56

54 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 514＋161：26．1� 70．0�
59 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57 国分 恭介亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 446－ 61：26．31	 136．3�
714 コリャコリャ 牝4鹿 55 藤岡 康太小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 482＋ 41：26．72� 148．3�
611 レッドリーガル 牡3鹿 56 A．シュタルケ �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 480－121：26．8
 11．1�

（独）

23 ブルーフラッシュ �4芦 57 A．アッゼニ 桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 452＋ 21：26．9クビ 11．3�
（英）

11 � イ チ ザ ラ ブ 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 414± 01：27．75 370．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，459，000円 複勝： 55，753，200円 枠連： 25，651，000円
馬連： 90，640，700円 馬単： 47，061，400円 ワイド： 50，565，100円
3連複： 116，167，300円 3連単： 162，488，600円 計： 586，786，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 1，310円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，540円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 31，760円

票 数

単勝票数 計 384590 的中 � 138019（1番人気）
複勝票数 計 557532 的中 � 173018（1番人気）� 104854（2番人気）� 5888（12番人気）
枠連票数 計 256510 的中 （3－5） 59767（1番人気）
馬連票数 計 906407 的中 �� 161137（1番人気）
馬単票数 計 470614 的中 �� 46622（1番人気）
ワイド票数 計 505651 的中 �� 70636（1番人気）�� 4469（27番人気）�� 2849（36番人気）
3連複票数 計1161673 的中 ��� 7897（34番人気）
3連単票数 計1624886 的中 ��� 3709（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．6―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ デ ィ カ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2014．10．26 京都6着

2012．3．14生 牡3黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 10戦2勝 賞金 26，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ライブリヘイロー号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 アリエスジューゴー号・パープルパルピナ号・ワキノハガクレ号
※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。



3209311月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第9競走 ��
��2，400�

た か お

高 雄 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，26．11．29以降27．11．23まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：22．1

良
良

66 モンドインテロ 牡3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－ 42：25．6 2．1�
77 グランディフローラ 牝3鹿 51 松若 風馬 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 464＋ 82：25．81� 7．3�
22 シャンパーニュ 牡4芦 56 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 492－ 22：26．01 14．3�
44 � セ セ リ 牡4栗 56 岩田 康誠冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 508＋ 62：26．42� 5．6�
55 アドマイヤカーリン 牡7青鹿55 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 13．6	
89 	 レイトライザー 牡5黒鹿54 戸崎 圭太中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 466＋ 62：26．5クビ 8．9

88 	 ファルスター 牡7鹿 54 A．シュタルケ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 クビ 41．7�

（独）

11 メイショウミツボシ 牡3鹿 53 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 472± 02：26．6
 5．1�
33 マイネルマルシェ 牡8黒鹿52 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 452－ 22：27．77 140．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 41，955，000円 複勝： 50，925，100円 枠連： 15，868，700円
馬連： 94，697，000円 馬単： 56，860，300円 ワイド： 45，734，000円
3連複： 117，232，100円 3連単： 250，599，500円 計： 673，871，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 220円 � 290円 枠 連（6－7） 880円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 360円 �� 610円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 10，560円

票 数

単勝票数 計 419550 的中 � 153813（1番人気）
複勝票数 計 509251 的中 � 149908（1番人気）� 51095（5番人気）� 33335（7番人気）
枠連票数 計 158687 的中 （6－7） 13843（4番人気）
馬連票数 計 946970 的中 �� 90848（3番人気）
馬単票数 計 568603 的中 �� 37506（3番人気）
ワイド票数 計 457340 的中 �� 35357（3番人気）�� 18867（9番人気）�� 11073（18番人気）
3連複票数 計1172321 的中 ��� 25172（14番人気）
3連単票数 計2505995 的中 ��� 17199（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―36．1―49．0―1：01．7―1：14．2―1：26．5―1：38．9―1：50．6―2：02．2―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3
2－4，3－7－（5，6）8，1－9
2－4，7，3（5，6）8，1，9

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

勝馬の
紹 介

モンドインテロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．2．2生 牡3鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 6戦3勝 賞金 35，518，000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。

3209411月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第10競走 ��
��1，200�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：09．1
1：08．7

重
重

611 メイショウオセアン 牡4鹿 57 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 552＋ 41：10．6 7．1�
23 ブルーストーン 牝4黒鹿55 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 61：10．81� 16．6�
24 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 55 岡田 祥嗣間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 452－ 8 〃 ハナ 15．6�
816 パーティードレス 牝4栗 55 C．ルメール 原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478＋101：10．9
 5．0�
47 � アンリヴィールド 牝6栗 55 川須 栄彦�大樹ファーム 牧田 和弥 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

498＋ 61：11．0� 44．7	
12 スマートアヴァロン 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 508＋ 8 〃 ハナ 3．1

612 グランプリナイト 牡5黒鹿57 A．シュタルケ�グランプリ 島 一歩 新ひだか 川端 英幸 514＋ 41：11．53 27．6�

（独）

714� アースゼウス 牡5栗 57 戸崎 圭太 �グリーンファーム和田 正道 米
Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

532＋141：11．6クビ 11．4
815 エイシンローリン 牝4栗 55 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 464＋ 21：11．7� 4．6�
36 テイクファイア 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 21：12．12
 133．8�
59 セトノミッシー 牝5鹿 55 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448＋ 41：12．52
 85．6�
713 ルミナスウイング 牡5鹿 57 A．アッゼニ �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：12．71 21．8�

（英）

48 ナリタシーズン 牡8栗 57 高倉 稜�オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 510＋ 41：13．02 435．3�
510 シベリアンスオード 牡5栗 57 古川 吉洋藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 532－ 41：13．1
 42．4�
35 メイショウロフウ 牡5黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 482＋ 61：13．2
 102．7�
11 オレニホレルナヨ 牡6栗 57 和田 竜二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 502－ 41：13．73 96．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，482，500円 複勝： 79，135，900円 枠連： 44，681，100円
馬連： 156，436，400円 馬単： 68，690，000円 ワイド： 70，254，600円
3連複： 191，727，500円 3連単： 267，122，900円 計： 929，530，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 490円 � 320円 枠 連（2－6） 2，090円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 13，060円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，210円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 23，500円 3 連 単 ��� 126，900円

票 数

単勝票数 計 514825 的中 � 57281（4番人気）
複勝票数 計 791359 的中 � 89993（4番人気）� 38899（7番人気）� 63989（5番人気）
枠連票数 計 446811 的中 （2－6） 16531（10番人気）
馬連票数 計1564364 的中 �� 18068（24番人気）
馬単票数 計 686900 的中 �� 3942（44番人気）
ワイド票数 計 702546 的中 �� 8931（23番人気）�� 15301（14番人気）�� 7386（29番人気）
3連複票数 計1917275 的中 ��� 6118（71番人気）
3連単票数 計2671229 的中 ��� 1526（370番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―11．9―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．0
3 14－（5，11，13）15，3（9，10）6，12，16－（1，2）4－（8，7） 4 14，11，13（3，15）5（6，9）10，12，16（2，4）1－7，8

勝馬の
紹 介

メイショウオセアン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．12．7 阪神5着

2011．4．22生 牡4鹿 母 メイショウハイパス 母母 ハイパスチャー 21戦5勝 賞金 85，412，000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） 4頭 アルボナンザ号・オビーディエント号・ブルドッグボス号・マルヴァーンヒルズ号
※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。



3209511月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第11競走 ��
��2，000�第2回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（ＧⅢ）

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

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 32，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 4，800，000円 3，200，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

44 ドレッドノータス 牡2栗 55 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464－ 62：01．3 6．0�
11 リスペクトアース 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �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 548＋ 4 〃 アタマ 7．7�
33 アドマイヤエイカン 牡2鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502＋102：01．51� 2．9�
710 ジョルジュサンク 牡2栗 55 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 494＋ 4 〃 クビ 20．4	
22 ケルフロイデ 牡2鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468－ 42：01．6	 6．8

811 ロ ラ イ マ 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456＋ 62：01．7クビ 4．0�
55 ウインクルサルーテ 牝2鹿 54 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 414＋ 2 〃 クビ 65．1�
56 キャノンストーム 牡2黒鹿55 川田 将雅前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 42：01．8	 9．4
67 ダンツプリウス 牡2鹿 55 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 500± 02：02．01 41．7�
79 オンザロックス 牡2鹿 55 A．アッゼニ 稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 470－ 22：02．1
 39．8�
（英）

68 ウインテンダネス 牡2栗 55 加藤 祥太�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 488＋122：02．84 192．5�
812� コパノミライ 牝2鹿 54 北村 友一小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 440± 02：03．43	 322．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 127，214，400円 複勝： 152，910，200円 枠連： 46，837，100円
馬連： 355，489，100円 馬単： 172，936，200円 ワイド： 144，279，700円
3連複： 447，779，700円 3連単： 846，630，800円 計： 2，294，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 240円 � 140円 枠 連（1－4） 2，660円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 860円 �� 400円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 14，300円

票 数

単勝票数 計1272144 的中 � 166989（3番人気）
複勝票数 計1529102 的中 � 169156（4番人気）� 134758（5番人気）� 368624（1番人気）
枠連票数 計 468371 的中 （1－4） 13606（14番人気）
馬連票数 計3554891 的中 �� 117816（10番人気）
馬単票数 計1729362 的中 �� 30714（19番人気）
ワイド票数 計1442797 的中 �� 40294（13番人気）�� 97949（3番人気）�� 80239（5番人気）
3連複票数 計4477797 的中 ��� 167123（7番人気）
3連単票数 計8466308 的中 ��� 42898（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．6―48．6―1：01．7―1：14．7―1：27．1―1：38．8―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノータス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 京都1着

2013．3．9生 牡2栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 2戦2勝 賞金 39，420，000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。

3209611月28日 晴 良 （27京都5）第8日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：31．4
1：30．7

良
良

22 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466± 01：34．8 10．5�
57 メイクアップ 牡4栗 57 C．ルメール 岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 21：35．01� 4．5�
814 ティーエスネオ 牡4芦 57

56 ☆松若 風馬田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 518－ 4 〃 クビ 34．8�
33 シルヴァーグレイス 牝5鹿 55 M．デムーロ吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460－ 21：35．1クビ 14．1�
11 ア ル テ 牡4栗 57 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 21：35．2	 7．8�
711
 サウンドデューク 牡5栗 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 474－ 21：35．41� 6．0	
58 ナガラフラワー 牝3鹿 54 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 458－18 〃 ハナ 3．5

45 カピオラニパレス 牡7芦 57 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 528± 01：35．61� 12．2�
813 トップアート 牡4鹿 57 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 アタマ 15．2�
610 サンセットスカイ 牡5栗 57 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 21：35．81 23．8
712 アドマイヤコリン 牡7青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 クビ 22．4�
46 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 420＋181：35．9クビ 70．2�
34 キッズライトオン 牡3栗 56 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 21：36．11� 95．0�
69 アグネスダリム 牝6栗 55

54 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 472＋ 41：36．31� 226．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 62，941，400円 複勝： 91，293，700円 枠連： 45，675，300円
馬連： 191，252，000円 馬単： 78，906，800円 ワイド： 94，266，200円
3連複： 232，114，700円 3連単： 334，643，400円 計： 1，131，093，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 310円 � 170円 � 990円 枠 連（2－5） 990円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 700円 �� 5，390円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 26，510円 3 連 単 ��� 122，900円

票 数

単勝票数 計 629414 的中 � 47723（5番人気）
複勝票数 計 912937 的中 � 73240（6番人気）� 174620（1番人気）� 18769（11番人気）
枠連票数 計 456753 的中 （2－5） 35573（3番人気）
馬連票数 計1912520 的中 �� 65406（8番人気）
馬単票数 計 789068 的中 �� 11707（16番人気）
ワイド票数 計 942662 的中 �� 36827（4番人気）�� 4348（51番人気）�� 6859（43番人気）
3連複票数 計2321147 的中 ��� 6565（94番人気）
3連単票数 計3346434 的中 ��� 1974（453番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．6―48．7―1：00．5―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ン ト オ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．1．18 中京7着

2012．3．12生 牡3黒鹿 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 10戦3勝 賞金 29，002，000円



（27京都5）第8日 11月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

237，670，000円
2，080，000円
11，390，000円
1，410，000円
21，450，000円
66，644，000円
4，598，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
530，453，700円
703，712，700円
281，015，500円
1，273，695，900円
649，993，100円
629，843，700円
1，623，425，400円
2，594，898，900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 8，287，038，900円

総入場人員 19，101名 （有料入場人員 17，809名）
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