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

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

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

815 キーナンバー 牡2栗 55 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 496 ―1：36．12 17．8�
23 ベストワークス 牡2栗 55 小牧 太 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 454 ―1：36．2クビ 25．7�
713 ジャングルベリー 牝2鹿 54 A．シュタルケ 吉田 照哉氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 444 ―1：36．3� 77．5

（独）

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

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

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

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 230円 �� 3，510円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 28，050円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ジ ノ ブ ギ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

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

15日まで騎乗停止。（被害馬：7番・10番）
〔調教再審査〕 トウケイフクキタル号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．7
1：53．7

不良
不良

33 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿53 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444± 01：58．9 23．6�
22 ヒラボクレジェンド 牡4栗 57 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 524＋121：59．53� 4．0�
55 ドラゴンバローズ 牡3栗 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 500± 01：59．71� 12．4�
77 エイシンハドソン 牡4鹿 57 A．シュタルケ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 544＋ 4 〃 クビ 1．5�

（独）

44 アースシンフォニー 牡3鹿 55 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B484＋ 21：59．91� 14．0�
11 キングカヌヌ 牡3芦 55 M．デムーロ 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 クビ 8．2

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

（8頭）

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，680円 �� 410円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 48，940円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシャイ 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 Broad Brush デビュー 2015．2．7 京都2着

2012．3．28生 牝3黒鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 8戦2勝 賞金 20，520，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


