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2803710月15日 晴 良 （28京都4）第4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

68 パイオニアシーザー 牡2黒鹿55 松山 弘平 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 508－ 21：54．6 108．2�
22 テイエムグッドマン 牡2鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 482＋ 4 〃 クビ 18．0�
67 ダイナミックバトル 牡2芦 55 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 476＋ 41：55．55 17．6�
56 ショウナンハドル 牡2黒鹿55 池添 謙一国本 哲秀氏 浜田多実雄 新ひだか 松本牧場 472± 01：55．6� 32．6�
33 アウトレイジャス 牡2鹿 55 古川 吉洋 �CHEVAL AT-

TACHE 木原 一良 新冠 カミイスタット 502＋ 4 〃 クビ 48．2�
812 オ ク ラ ホ マ 牡2栗 55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500－101：55．7クビ 9．0	
811 メイショウハチク 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 466－ 21：56．33	 165．6

11 メイショウカンキ 牡2鹿 55 �島 良太松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 476－121：56．4� 57．8�
79 アムールバローズ 牡2黒鹿55 小牧 太猪熊 広次氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 504± 0 〃 クビ 84．8�
710 ブルベアヘッジ 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 バンブー牧場 512－ 41：56．93 107．5
44 バングライオン 牡2黒鹿55 川田 将雅ライオンレースホース� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 442＋ 61：57．53	 1．1�
55 ビップエクレア 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 白瀬 盛雄 494＋121：59．3大差 147．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，242，300円 複勝： 99，660，500円 枠連： 9，547，000円
馬連： 40，777，500円 馬単： 35，213，000円 ワイド： 29，733，500円
3連複： 59，754，300円 3連単： 127，041，800円 計： 434，969，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，820円 複 勝 � 4，200円 � 1，080円 � 840円 枠 連（2－6） 5，160円

馬 連 �� 40，200円 馬 単 �� 84，100円

ワ イ ド �� 5，200円 �� 4，270円 �� 960円

3 連 複 ��� 67，390円 3 連 単 ��� 568，550円

票 数

単勝票数 計 332423 的中 � 2456（10番人気）
複勝票数 計 996605 的中 � 6032（8番人気）� 24739（4番人気）� 32711（3番人気）
枠連票数 計 95470 的中 （2－6） 1433（11番人気）
馬連票数 計 407775 的中 �� 786（35番人気）
馬単票数 計 352130 的中 �� 314（64番人気）
ワイド票数 計 297335 的中 �� 1441（31番人気）�� 1761（27番人気）�� 8338（8番人気）
3連複票数 計 597543 的中 ��� 665（79番人気）
3連単票数 計1270418 的中 ��� 162（456番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．8―49．7―1：02．6―1：15．0―1：28．0―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．6
1
3
7（11，4，12）－2，1－6，8，5，3，9，10・（7，11，12）（2，4）6（1，8）－（3，10）－9－5

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

勝馬の
紹 介

パイオニアシーザー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．1 阪神10着

2014．5．23生 牡2黒鹿 母 アクイレジア 母母 ロ ジ ー タ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 オクラホマ号の騎手岩田康誠は，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：11番）

2803810月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第2競走 ��1，400�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
1：23．6
1：23．1

重
重

69 バ レ ー ロ 牡2黒鹿55 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：25．8 1．3�
22 スナークライデン 牡2芦 55 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 460－ 21：26．01� 9．5�
11 メイショウオオヅツ 牡2鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 528＋ 6 〃 アタマ 9．1�
56 ニューミレニアム 牡2栗 55 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 424± 01：26．21� 16．1�
711 メイショウタンヅツ 牡2鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 21：27．05 82．2	
710 メタルフリー 牡2栗 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 460＋121：27．1クビ 68．5

33 ポーラーブレイズ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 408＋ 41：27．42 98．4�
44 エイシンムー 牝2鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 486＋ 6 〃 クビ 14．5�
813 エ ド ワ ー ド 牡2栗 55 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 様似 富田 恭司 462＋121：27．61 75．5
45 ブルベアボア 牡2鹿 55 幸 英明 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 460± 01：27．91� 33．5�
57 シゲルアミメキリン 牡2芦 55

53 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 456＋ 41：28．0� 69．3�
812 シゲルウルフ 牡2黒鹿55 田中 健森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 462＋ 21：28．1クビ 138．7�
68 トウケイシンシテイ 牡2黒鹿55 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 中田 浩美 B452± 01：28．2� 25．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，090，800円 複勝： 87，286，700円 枠連： 10，129，100円
馬連： 35，551，500円 馬単： 29，448，600円 ワイド： 24，917，100円
3連複： 52，868，400円 3連単： 103，604，600円 計： 366，896，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 130円 枠 連（2－6） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 220円 �� 470円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 1，900円

票 数

単勝票数 計 230908 的中 � 141012（1番人気）
複勝票数 計 872867 的中 � 693564（1番人気）� 44663（2番人気）� 43639（3番人気）
枠連票数 計 101291 的中 （2－6） 19532（1番人気）
馬連票数 計 355515 的中 �� 69743（1番人気）
馬単票数 計 294486 的中 �� 45851（1番人気）
ワイド票数 計 249171 的中 �� 42138（1番人気）�� 29268（2番人気）�� 10763（6番人気）
3連複票数 計 528684 的中 ��� 47685（2番人気）
3連単票数 計1036046 的中 ��� 39475（2番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．3―12．7―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．1―47．4―1：00．1―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ レ ー ロ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Gone West デビュー 2016．7．16 中京5着

2014．4．6生 牡2黒鹿 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 ポーラーブレイズ号の騎手荻野極は，発走後まもなくの御法（前の馬に接触した）について戒告。

第４回 京都競馬 第４日



2803910月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：45．9
1：45．9

良
良

22 ガンサリュート 牡2黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 500－ 21：47．2 2．1�
79 ハローユニコーン 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 440＋101：47．41 7．2�

78 オーサムバローズ 牡2鹿 55 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 494－ 61：47．61� 4．1�
811 ブルベアバック 牡2鹿 55 F．ヴェロン �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 428－ 41：47．92 56．9�

（仏）

33 ダンツブレーブ 牡2芦 55 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 452＋ 21：48．0クビ 33．0	
55 ホ ノ ル ア 牡2黒鹿55 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 450－ 2 〃 アタマ 38．1

44 ハギノシャーウッド 牡2栗 55 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 480－ 2 〃 クビ 12．9�
810 ブリシンガメン 牝2栗 54 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 450－ 61：48．42� 46．2�
11 アルムチャレンジ 牡2黒鹿55 幸 英明﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋141：48．5� 60．9
66 ティアドーロ 牝2芦 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 478－ 4 〃 アタマ 4．8�
67 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 522＋121：48．6クビ 185．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，402，000円 複勝： 51，533，400円 枠連： 12，301，800円
馬連： 39，215，700円 馬単： 28，487，900円 ワイド： 26，085，000円
3連複： 60，405，100円 3連単： 101，775，000円 計： 342，205，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（2－7） 220円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 280円 �� 190円 �� 460円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 224020 的中 � 84463（1番人気）
複勝票数 計 515334 的中 � 297053（1番人気）� 40292（4番人気）� 55679（2番人気）
枠連票数 計 123018 的中 （2－7） 42405（1番人気）
馬連票数 計 392157 的中 �� 40786（3番人気）
馬単票数 計 284879 的中 �� 18895（5番人気）
ワイド票数 計 260850 的中 �� 23010（3番人気）�� 41421（1番人気）�� 12238（7番人気）
3連複票数 計 604051 的中 ��� 72374（2番人気）
3連単票数 計1017750 的中 ��� 22969（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―11．8―12．1―12．0―11．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．2―47．0―59．1―1：11．1―1：22．8―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．1
3 ・（3，8）（6，2）9（1，4，10）11，5，7 4 ・（3，8）（6，2）9（1，4，10）11（5，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガンサリュート �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．8．21 小倉4着

2014．3．20生 牡2黒鹿 母 ベネディーレ 母母 ブレッシング 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 ブルベアバック号の騎手F．ヴェロンは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

タガノオマケ号の騎手田中健は，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。
※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。

2804010月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第4競走 ��
��1，800�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
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

22 ジ ェ ニ シ ス 牡2鹿 55 岩田 康誠森岡 幸人氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516 ―1：53．9 2．3�
44 ハイパーノヴァ 牡2栃栗55 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492 ― 〃 ハナ 13．6�
811 ジューンソリドール 牡2鹿 55 和田 竜二吉川 潤氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468 ―1：55．28 3．4�
33 カフジグローリー 牡2黒鹿55 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 520 ―1：55．94 9．8�
810 ブレイブウォリアー 牡2青鹿55 F．ヴェロン �キャロットファーム 高橋 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：56．0� 19．1�
（仏）

79 シャドウブリランテ 牡2鹿 55 藤岡 康太飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 490 ―1：56．42� 18．8	
78 メイショウユウワ 牝2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 岡部牧場 430 ―1：57．46 19．8

67 ラ ン ボ 牡2栗 55 国分 優作金山 敏也氏 竹内 正洋 新ひだか 澤田 嘉隆 486 ―1：57．61� 49．3�
66 コスモオーリー 牡2鹿 55 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 486 ―1：58．98 103．2�
11 アダージェット 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星名古屋友豊 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 494 ―1：59．43 24．6�
55 イスラドラーダ 牡2鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526 ―1：59．72 7．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，944，500円 複勝： 22，617，500円 枠連： 9，496，200円
馬連： 33，267，500円 馬単： 21，927，700円 ワイド： 19，543，500円
3連複： 42，209，100円 3連単： 66，299，700円 計： 236，305，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 230円 � 130円 枠 連（2－4） 1，770円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 540円 �� 190円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 8，170円

票 数

単勝票数 計 209445 的中 � 72447（1番人気）
複勝票数 計 226175 的中 � 75114（1番人気）� 15745（5番人気）� 45674（2番人気）
枠連票数 計 94962 的中 （2－4） 4153（7番人気）
馬連票数 計 332675 的中 �� 14628（7番人気）
馬単票数 計 219277 的中 �� 6989（6番人気）
ワイド票数 計 195435 的中 �� 8203（5番人気）�� 32461（1番人気）�� 6979（9番人気）
3連複票数 計 422091 的中 ��� 22092（4番人気）
3連単票数 計 662997 的中 ��� 5877（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―13．3―12．7―13．2―13．2―12．8―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．5―50．2―1：03．4―1：16．6―1：29．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ェ ニ シ ス �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Royal Anthem 初出走

2014．4．1生 牡2鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 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。



2804110月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

55 ゲンパチケンシン 牡2芦 55
52 ▲荻野 極平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 450 ―1：09．6 10．3�

89 ア リ ン ナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：09．7� 4．5�

22 ゴールドハンター 牡2鹿 55 和田 竜二居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 440 ―1：10．33� 4．4�
44 タガノスタッブス 牝2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432 ― 〃 ハナ 14．0�
33 クインズオレンジ 牝2鹿 54 川田 将雅亀田 和弘氏 中内田充正 新ひだか 佐竹 学 416 ―1：10．4� 12．2�
77 テイルバック 牡2青鹿55 幸 英明新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 476 ―1：10．61 3．1	
88 コスモリョウゲツ 牡2鹿 55 F．ヴェロン 
ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：10．7� 5．1�

（仏）

66 メイショウヒボタン 牝2栗 54 	島 良太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 438 ―1：11．02 77．2�
11 アスターフローラ 牝2栗 54

51 ▲坂井 瑠星加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 474 ―1：11．1� 28．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 19，104，800円 複勝： 20，989，700円 枠連： 9，414，400円
馬連： 34，996，700円 馬単： 21，324，400円 ワイド： 19，569，500円
3連複： 43，801，100円 3連単： 73，959，300円 計： 243，159，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 210円 � 170円 � 160円 枠 連（5－8） 1，530円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 960円 �� 710円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 37，520円

票 数

単勝票数 計 191048 的中 � 14698（5番人気）
複勝票数 計 209897 的中 � 23290（5番人気）� 32381（4番人気）� 36977（2番人気）
枠連票数 計 94144 的中 （5－8） 4755（5番人気）
馬連票数 計 349967 的中 �� 7389（14番人気）
馬単票数 計 213244 的中 �� 2084（35番人気）
ワイド票数 計 195695 的中 �� 4967（16番人気）�� 6957（10番人気）�� 12903（6番人気）
3連複票数 計 438011 的中 ��� 7923（18番人気）
3連単票数 計 739593 的中 ��� 1429（137番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―11．6―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．4―47．0―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチケンシン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2014．3．5生 牡2芦 母 レ チ ャ ー ダ 母母 ドゥルセデレーチェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 アリンナ号は，最後の直線コースで外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。

2804210月15日 晴 良 （28京都4）第4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）

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

79 テイエムテツジン 牡4栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 450－ 61：51．7 14．4�
44 � ヒアカムズザサン 牡4栗 57 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 500＋ 61：52．23 5．6�
11 ワールドレジェンド 牡4栗 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 佐藤 信広 B488± 0 〃 ハナ 3．2�
812 キングルアウ 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 504－ 8 〃 ハナ 8．1�
33 メイショウカマクラ 牡3青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 522＋ 21：52．41 4．1	
811 ニシオボヌール �4黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B484± 01：52．5� 7．8

22 サウンドスタジオ 牡3鹿 55 藤岡 康太増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 490－ 41：52．71	 11．4�
710 タマモベルガモ 牡3栗 55 松山 弘平タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 482± 0 〃 ハナ 50．7�
55 コパノアラジン 牡3栗 55

52 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 522－ 21：52．8	 34．2
68 オ ル ロ フ 牡4黒鹿57 柴田 未崎寺田 寿男氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ B528＋101：54．29 45．3�
67 ミスズマンボ 牝3青鹿 53

51 △城戸 義政永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 458＋ 61：54．3クビ 27．1�
56 � レ ア リ ゼ 牝4鹿 55 F．ヴェロン �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 B506＋ 61：57．4大差 78．5�
（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，729，100円 複勝： 31，631，200円 枠連： 13，048，300円
馬連： 46，657，500円 馬単： 25，295，000円 ワイド： 29，896，300円
3連複： 66，661，500円 3連単： 86，725，500円 計： 321，644，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 260円 � 170円 � 130円 枠 連（4－7） 3，990円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 720円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 33，090円

票 数

単勝票数 計 217291 的中 � 11996（7番人気）
複勝票数 計 316312 的中 � 23927（7番人気）� 44895（3番人気）� 81560（1番人気）
枠連票数 計 130483 的中 （4－7） 2529（15番人気）
馬連票数 計 466575 的中 �� 9192（16番人気）
馬単票数 計 252950 的中 �� 1733（42番人気）
ワイド票数 計 298963 的中 �� 6252（16番人気）�� 10410（9番人気）�� 22016（2番人気）
3連複票数 計 666615 的中 ��� 15475（10番人気）
3連単票数 計 867255 的中 ��� 1900（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―36．6―48．9―1：01．2―1：13．4―1：25．7―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムテツジン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2014．10．25 京都14着

2012．2．12生 牡4栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 14戦2勝 賞金 24，110，000円
〔制裁〕 ミスズマンボ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レアリゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月15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。



2804310月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

24 ナリタスターワン 牡4鹿 57 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 472＋ 21：07．6 4．0�
35 タガノスカイ 牝5鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋121：08．02� 39．4�
612 レッドリーガル 牡4鹿 57 小牧 太 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B474－ 61：08．21	 6．5�
48 メイショウマサカゼ 
4黒鹿 57

55 △城戸 義政松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 508＋ 61：08．3� 54．8�
713 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 藤岡 佑介渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476＋ 61：08．4� 45．6	
23 オメガハートソング 牝4青鹿55 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 13．6

47 タマモブリリアン 牝3黒鹿53 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 460＋ 21：08．5� 16．3�
59 サウンドカール 牡5青鹿57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 468－12 〃 クビ 170．6�
817 レ イ リ オ ン 牝3鹿 53 F．ヴェロン キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 422－ 41：08．6クビ 25．6�

（仏）

510 ウインソワレ 牝4鹿 55
52 ▲坂井 瑠星�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 4 〃 クビ 28．4�

36  ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 川田 将雅窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne
Farm 472＋10 〃 ハナ 3．0�

611 ダブルスキップ 牝3黒鹿 53
50 ▲荻野 極ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 416－ 6 〃 アタマ 28．1�

816 ブライティアレディ 牝3青鹿53 和田 竜二小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 414－ 21：08．7クビ 16．5�
714� サダムリスペクト 牡4鹿 57 松山 弘平大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 462＋10 〃 ハナ 38．9�
12 プレシャスロード 
4青鹿 57

55 △義 英真山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 464＋121：08．91	 136．1�
11 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿57 水口 優也宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－181：09．0クビ 25．1�
818 ジングルベルロック 牝3青鹿53 藤岡 康太吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 442－ 61：09．74 15．6�
715� スズカノーチラス 牡4鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 436－161：09．8� 115．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，172，900円 複勝： 38，442，400円 枠連： 20，706，900円
馬連： 65，691，400円 馬単： 28，399，400円 ワイド： 38，981，300円
3連複： 89，514，300円 3連単： 102，050，900円 計： 407，959，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 890円 � 230円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 9，680円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 660円 �� 4，140円

3 連 複 ��� 13，990円 3 連 単 ��� 88，280円

票 数

単勝票数 計 241729 的中 � 47612（2番人気）
複勝票数 計 384424 的中 � 76921（2番人気）� 8355（14番人気）� 45089（3番人気）
枠連票数 計 207069 的中 （2－3） 29788（1番人気）
馬連票数 計 656914 的中 �� 8209（21番人気）
馬単票数 計 283994 的中 �� 2199（35番人気）
ワイド票数 計 389813 的中 �� 4638（23番人気）�� 16148（3番人気）�� 2329（46番人気）
3連複票数 計 895143 的中 ��� 4798（41番人気）
3連単票数 計1020509 的中 ��� 838（249番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．3―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．1―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．8
3 4，9（1，2，18）（5，6）（8，17）10（11，16）12，13（3，14）7，15 4 4（1，9，18）6（2，5）（8，17）（12，10，16）（13，11）3，14（15，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタスターワン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 東京1着

2012．2．24生 牡4鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 11戦3勝 賞金 41，638，000円
〔発走状況〕 メイショウマサカゼ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 タガノビーンズ号
※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。

2804410月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 キセキノツヅキ 牡3鹿 55
53 △義 英真 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 460＋ 41：23．1 20．1�

714 タガノヴィアーレ 牝3栗 53 秋山真一郎八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 538＋141：23．2� 20．8�

612 モンラッシェ 牡5栗 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 468＋ 41：23．62� 11．2�
59 レッドヴェルサス 牡3鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B512＋ 61：23．7クビ 4．5�
11 アルパーシャン 牡4栗 57 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 458－ 61：23．8� 16．8	
35 シルバーソード 牡4鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 6 〃 アタマ 51．7

816 スリーパスポート 牡3黒鹿 55

53 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 480－ 21：24．01 80．6�
713 サンビショップ 	4栗 57 浜中 俊加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 460＋ 2 〃 アタマ 34．8�
815
 エイシンヒマワリ 牝3鹿 53 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 米 Michael Jawl 504＋ 2 〃 クビ 2．3
48 クリノサンレオ 牡3栗 55 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 434± 0 〃 アタマ 31．3�
47 
 エイシンニトロ 牡3鹿 55 小牧 太�栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton

C. Jones B498－121：24．21 8．5�
12 ハトマークエース 牡4黒鹿57 川田 将雅山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 478＋ 21：24．3� 8．0�
24 コンクエストシチー 牡4栗 57 F．ヴェロン �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 476＋ 21：24．4� 54．6�

（仏）

23 トウシンムサシ 	5栗 57 松山 弘平�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 450＋ 81：25．03� 153．9�
510 アリエスジューゴー 牡4鹿 57 古川 吉洋武井 祥久氏 斉藤 崇史 むかわ 小林 孝幸 496＋101：25．31� 275．0�
611 サンライズアルプス 牡5鹿 57

54 ▲荻野 極松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 444± 01：25．4� 254．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，979，100円 複勝： 40，994，200円 枠連： 18，533，000円
馬連： 71，002，200円 馬単： 33，669，800円 ワイド： 41，334，700円
3連複： 90，551，800円 3連単： 119，729，100円 計： 445，793，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 700円 � 790円 � 300円 枠 連（3－7） 8，230円

馬 連 �� 18，900円 馬 単 �� 39，830円

ワ イ ド �� 7，430円 �� 2，970円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 63，170円 3 連 単 ��� 369，370円

票 数

単勝票数 計 299791 的中 � 11908（7番人気）
複勝票数 計 409942 的中 � 14500（8番人気）� 12672（10番人気）� 40954（4番人気）
枠連票数 計 185330 的中 （3－7） 1744（25番人気）
馬連票数 計 710022 的中 �� 2911（43番人気）
馬単票数 計 336698 的中 �� 634（92番人気）
ワイド票数 計 413347 的中 �� 1425（50番人気）�� 3613（31番人気）�� 2686（38番人気）
3連複票数 計 905518 的中 ��� 1075（145番人気）
3連単票数 計1197291 的中 ��� 235（809番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．4―46．3―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キセキノツヅキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Lammtarra デビュー 2016．5．29 京都1着

2013．5．13生 牡3鹿 母 アグネスヴァーチ 母母 ブ ル テ ィ ナ 3戦2勝 賞金 12，500，000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。
（非当選馬） 1頭 テイケイラピッド号
（非抽選馬） 1頭 ポンテファブリチオ号
※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。



2804510月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第9競走 ��
��2，000�

し ぎ く

紫 菊 賞
発走14時25分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

11 アダムバローズ 牡2黒鹿55 藤岡 康太猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 502＋102：00．9 6．0�
44 ワンダープチュック 牡2黒鹿55 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 478± 02：01．0� 3．4�
55 アドマイヤウイナー 牡2黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：01．1� 4．3�
88 エスケークラウン 牡2青 55 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 492＋ 42：01．31	 8．9�
33 グ リ ト ニ ル 牡2鹿 55 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 424± 02：01．51	 12．7�
89 オイカケマショウ 牡2鹿 55 荻野 極小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 460＋ 22：02．03 77．5�
66 ケンビション 牡2鹿 55 義 英真中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434± 02：02．42� 37．8	
22 レッドラシーマ 牡2芦 55 池添 謙一 
東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 4．9�
77 サトノクロノス 牡2青鹿55 松山 弘平里見 治氏 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 440－ 42：02．82� 7．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，579，000円 複勝： 42，055，500円 枠連： 12，471，100円
馬連： 72，091，800円 馬単： 37，989，400円 ワイド： 35，133，800円
3連複： 84，881，000円 3連単： 157，340，500円 計： 473，542，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 140円 � 140円 枠 連（1－4） 1，100円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 430円 �� 420円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 7，350円

票 数

単勝票数 計 315790 的中 � 41578（4番人気）
複勝票数 計 420555 的中 � 53751（4番人気）� 83683（2番人気）� 84269（1番人気）
枠連票数 計 124711 的中 （1－4） 8729（4番人気）
馬連票数 計 720918 的中 �� 50172（2番人気）
馬単票数 計 379894 的中 �� 12163（8番人気）
ワイド票数 計 351338 的中 �� 19711（6番人気）�� 20486（4番人気）�� 34807（1番人気）
3連複票数 計 848810 的中 ��� 59257（1番人気）
3連単票数 計1573405 的中 ��� 15499（10番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．5―12．5―12．4―12．8―12．1―11．8―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．1―48．6―1：01．0―1：13．8―1：25．9―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アダムバローズ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．6．11 阪神2着

2014．3．27生 牡2黒鹿 母 チャチャリーノ 母母 パ ー レ イ 3戦2勝 賞金 18，003，000円

2804610月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

55 エテルナミノル 牝3黒鹿53 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438－ 21：46．2 5．0�
77 アドマイヤリード 牝3青鹿53 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 ハナ 3．5�
33 ル ア ン ジ ュ 牝4青 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 61：46．62� 15．5�
44 ウインミレーユ 牝3黒鹿53 池添 謙一�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 4 〃 アタマ 45．6�
22 フロムマイハート 牝3栗 53 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 〃 ハナ 2．8�
11 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿55 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 476－ 8 〃 アタマ 4．4	
88 ガルデルスリール 牝5鹿 55 古川 吉洋吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464－ 21：46．8	 12．0

66 オーミアリス 牝4黒鹿55 幸 英明岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 482± 01：47．54 50．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，795，600円 複勝： 33，580，700円 枠連： 発売なし
馬連： 83，375，500円 馬単： 42，434，700円 ワイド： 34，385，700円
3連複： 86，469，500円 3連単： 193，056，200円 計： 503，097，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 880円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 14，990円

票 数

単勝票数 計 297956 的中 � 47578（4番人気）
複勝票数 計 335807 的中 � 61264（4番人気）� 68562（2番人気）� 18147（6番人気）
馬連票数 計 833755 的中 �� 72287（4番人気）
馬単票数 計 424347 的中 �� 19235（8番人気）
ワイド票数 計 343857 的中 �� 28223（4番人気）�� 9506（13番人気）�� 7895（14番人気）
3連複票数 計 864695 的中 ��� 16851（15番人気）
3連単票数 計1930562 的中 ��� 9333（58番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―11．9―11．7―12．0―11．8―11．1―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―36．8―48．5―1：00．5―1：12．3―1：23．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．9
3 3，2，1，5－（8，4）－7－6 4 3，2（1，5）（8，7）4，6

勝馬の
紹 介

エテルナミノル �

父 エンパイアメーカー �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．2．6 京都2着

2013．5．24生 牝3黒鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 8戦3勝 賞金 37，392，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2804710月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第11競走 ��
��1，600�

きよみず

清水ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，27．10．17以降28．10．10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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

66 ムーンクレスト 牡4鹿 55 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 468± 01：33．2 4．6�

55 � ルグランフリソン 牡3鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 474＋101：33．41� 8．1�

78 ワードイズボンド 牡5青 55 義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 540－ 6 〃 ハナ 48．7�
810 ティーエスネオ 牡5芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 528＋ 8 〃 ハナ 12．8�
11 ボンジュールココロ 牝6鹿 52 酒井 学田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 482＋ 21：33．5	 18．4�
22 カバーストーリー 牡5栗 56 小牧 太前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 484± 0 〃 クビ 14．1	
33 ノ ガ ロ 牡3栗 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋101：33．71 2．0

44 ライブリシュネル 牡6鹿 53 幸 英明加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 2 〃 クビ 56．0�
811 サンマルホーム 牡6栗 54 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B446－ 41：33．8
 66．6�
67 セウアズール 牝5鹿 53 池添 謙一吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 428＋ 21：33．9クビ 7．4
79 サトノキングリー �6鹿 54 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474－ 61：34．11 45．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，791，500円 複勝： 57，097，200円 枠連： 36，144，400円
馬連： 162，298，400円 馬単： 82，285，000円 ワイド： 67，190，100円
3連複： 218，750，200円 3連単： 395，805，700円 計： 1，067，362，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 240円 � 1，190円 枠 連（5－6） 1，040円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，880円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 17，960円 3 連 単 ��� 69，590円

票 数

単勝票数 計 477915 的中 � 82851（2番人気）
複勝票数 計 570972 的中 � 101855（2番人気）� 65652（4番人気）� 9404（11番人気）
枠連票数 計 361444 的中 （5－6） 26921（3番人気）
馬連票数 計1622984 的中 �� 85585（6番人気）
馬単票数 計 822850 的中 �� 23627（9番人気）
ワイド票数 計 671901 的中 �� 35468（5番人気）�� 5768（28番人気）�� 3803（34番人気）
3連複票数 計2187502 的中 ��� 9131（48番人気）
3連単票数 計3958057 的中 ��� 4123（193番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．7―11．9―11．4―11．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．2―47．1―58．5―1：09．6―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンクレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．11．1 京都6着

2012．5．6生 牡4鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 23戦5勝 賞金 102，183，000円
〔制裁〕 ノガロ号の騎手藤岡康太は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：7番）

2804810月15日 晴 良 （28京都4）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
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
1：21．7
1：21．5

重
不良

36 � ジープルメリア 牝3黒鹿53 藤岡 康太 �キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

452＋ 41：23．3 27．8�
611 ラインシュナイダー 牡4鹿 57 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 460＋ 21：23．51	 5．0�
24 ヒロブレイブ 牡3鹿 55

53 △義 英真石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 464＋ 81：23．6クビ 15．7�
48 ペプチドウォヘッド 牡4鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 466＋ 41：23．7
 7．6�
612 モアザンイナフ 牡4黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 452＋ 2 〃 アタマ 23．7�
47 ソーディヴァイン 牝3鹿 53 川田 将雅 	シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：23．8クビ 2．0

23 レッドウィズダム 牡3鹿 55 幸 英明 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 498＋ 6 〃 クビ 13．4�
714 メイショウシャチ 牡3鹿 55 藤岡 佑介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 472－ 21：24．01� 76．0�
59 ミキノグランプリ 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 476＋ 21：24．1	 222．0
12 マーティンオート 牝6鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 494－ 61：24．2クビ 95．0�
816 ス ト リ ク ス 牡3鹿 55 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 41：24．51
 18．6�
（仏）

35 � トッコディルーチェ �3鹿 55 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

492－ 41：24．6
 67．0�
815� メンカウラー �5黒鹿57 小牧 太前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B486－ 41：24．7クビ 76．2�
11 リリーウイナー 牡4鹿 57 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 512－121：25．12	 17．2�
713 メイショウバーズ 牝3鹿 53

51 △城戸 義政松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 474＋ 21：26．27 22．9�
510 サントノーレ 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 492＋ 21：26．94 131．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，774，800円 複勝： 77，480，000円 枠連： 35，344，400円
馬連： 137，556，700円 馬単： 60，712，000円 ワイド： 65，489，500円
3連複： 162，704，100円 3連単： 260，355，500円 計： 842，417，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 1，010円 � 200円 � 510円 枠 連（3－6） 4，270円

馬 連 �� 7，390円 馬 単 �� 14，910円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 5，270円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 38，240円 3 連 単 ��� 201，230円

票 数

単勝票数 計 427748 的中 � 12290（10番人気）
複勝票数 計 774800 的中 � 16911（10番人気）� 126186（2番人気）� 36571（5番人気）
枠連票数 計 353444 的中 （3－6） 6402（13番人気）
馬連票数 計1375567 的中 �� 15336（19番人気）
馬単票数 計 607120 的中 �� 3053（41番人気）
ワイド票数 計 654895 的中 �� 6863（23番人気）�� 3143（48番人気）�� 12990（14番人気）
3連複票数 計1627041 的中 ��� 3191（101番人気）
3連単票数 計2603555 的中 ��� 938（507番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．2―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．7―34．2―46．4―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．9
3 6，10（1，7）（2，11）（3，12）（14，13，5）16（9，4）－（15，8） 4 6（10，7）1（2，11）3，12（14，5）16（9，4，8）13，15

勝馬の
紹 介

�ジープルメリア �
�
父 Street Sense �

�
母父 Alzao デビュー 2015．8．1 札幌1着

2013．5．8生 牝3黒鹿 母 Song of Africa 母母 Intensive 8戦3勝 賞金 28，600，000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。



（28京都4）第4日 10月15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 146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

200，370，000円
2，530，000円
12，380，000円
980，000円

20，270，000円
58，824，000円
3，796，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
346，606，400円
603，369，000円
187，136，600円
822，482，400円
447，186，900円
432，260，000円
1，058，570，400円
1，787，743，800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 5，685，355，500円

総入場人員 20，664名 （有料入場人員 19，666名）
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