
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。


