
3208311月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第11競走 ��
��2，000�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．11．22以降27．11．15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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

11 ハピネスダンサー 牝4鹿 53 小牧 太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：01．8 5．2�
78 アングライフェン 牡3鹿 54 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 82：02．01 3．6�
77 ショウナンバーキン 牝5青 52 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472－ 22：02．32 19．1�
22 サングレアル 牝4青鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 422－102：02．4� 11．8�
89 アンドリエッテ 牝3鹿 53 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 450＋ 2 〃 クビ 2．1�
810 アドマイヤケルソ 牡7栗 55 H．ボウマン 近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496＋162：02．61� 28．6	

（豪）

44 � シャドウパーティー 	6鹿 56 浜中 俊飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud 494± 0 〃 ハナ 17．4


55 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484＋162：02．7� 101．9�
33 レイヌドネージュ 牝5鹿 53 秋山真一郎 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 488± 0 〃 ハナ 34．8�
66 
 ベリーフィールズ 牝7鹿 52 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 474－ 22：02．8クビ 22．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 107，619，200円 複勝： 105，563，200円 枠連： 40，985，100円 馬連： 276，676，800円 馬単： 155，179，300円
ワイド： 109，174，100円 3連複： 336，112，500円 3連単： 796，335，100円 5重勝： 477，968，100円 計： 2，405，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 160円 � 440円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，040円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 21，340円

5 重 勝
対象競走：京都9R／東京10R／京都10R／東京11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 4，521，310円

票 数

単勝票数 計1076192 的中 � 163018（3番人気）
複勝票数 計1055632 的中 � 149010（3番人気）� 204980（2番人気）� 48293（7番人気）
枠連票数 計 409851 的中 （1－7） 37265（3番人気）
馬連票数 計2766768 的中 �� 200754（3番人気）
馬単票数 計1551793 的中 �� 46365（9番人気）
ワイド票数 計1091741 的中 �� 75269（3番人気）�� 25716（14番人気）�� 26640（13番人気）
3連複票数 計3361125 的中 ��� 56372（18番人気）
3連単票数 計7963351 的中 ��� 27052（74番人気）
5重勝票数 計4779681 的中 ����� 74

ハロンタイム 12．9―12．8―13．2―12．5―12．2―12．8―12．2―11．2―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．7―38．9―51．4―1：03．6―1：16．4―1：28．6―1：39．8―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．4―3F33．2
1
3
1，4，7（9，8）2（5，3，10）6
1，8（7，4）（2，9）（5，10）（3，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハピネスダンサー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．8．3 新潟3着

2011．1．26生 牝4鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 14戦5勝 賞金 76，934，000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。

3208411月23日 曇 良 （27京都5）第7日 第12競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
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
2：10．0
2：10．0

良
良

713 グランカマラード 牡3栗 55 C．ルメール 田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518－ 62：13．9 2．7�
510 ステイザコース �5栗 57 幸 英明 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 22：14．11	 21．8�
714 スズカステイボーイ 牡3鹿 55 H．ボウマン 永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B440± 02：14．2
 162．8�

（豪）

611 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 472± 0 〃 クビ 3．7�
612 インターンシップ 牡4鹿 57 A．アッゼニ 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 458－ 62：14．3クビ 15．1�

（英）

48 ハイプレッシャー 牡4黒鹿57 浜中 俊	ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 530＋ 62：14．4� 6．6


817 プリメラアスール 牝3黒鹿53 和田 竜二青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 488＋16 〃 ハナ 13．9�
715 レッドサバス 牡3黒鹿 55

52 ▲�島 克駿 	東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 466＋ 62：14．5クビ 41．0�
11 ドンアルフォンス 牡3黒鹿55 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 458－ 2 〃 ハナ 22．9
59  タガノグリズリー 牡4鹿 57 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B472＋ 22：14．71
 75．9�
24 ケルンダッシュ 牡3鹿 55 四位 洋文深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484＋ 62：14．8� 18．4�
36 マイネルフレスコ 牡4栗 57 A．シュタルケ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 490＋10 〃 クビ 80．1�

（独）

47 アプリコットベリー 牝3青鹿 53
52 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 390－ 22：15．0� 34．1�
35 フロリダパンサー 牡4青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B490＋18 〃 ハナ 24．8�
23 � アンシャックルド �5栗 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 田中 章博 愛 S. F. Blood-
stock LLC 476－102：15．32 59．3�

818 サマーローズ 牝3栗 53 太宰 啓介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 464＋14 〃 アタマ 47．3�
12 デンコウセキトバ 牡4黒鹿57 森 一馬田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 520＋ 42：15．4� 145．6�
816 エーティーロゼッタ 牝3鹿 53 池添 謙一荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 480＋ 42：15．71
 67．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 72，479，700円 複勝： 96，006，200円 枠連： 58，135，200円
馬連： 212，238，400円 馬単： 93，789，600円 ワイド： 107，375，700円
3連複： 288，070，000円 3連単： 435，079，600円 計： 1，363，174，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 410円 � 3，040円 枠 連（5－7） 1，970円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 8，920円 �� 25，820円

3 連 複 ��� 129，830円 3 連 単 ��� 367，200円

票 数

単勝票数 計 724797 的中 � 211166（1番人気）
複勝票数 計 960062 的中 � 217043（1番人気）� 54910（5番人気）� 6126（17番人気）
枠連票数 計 581352 的中 （5－7） 22840（6番人気）
馬連票数 計2122384 的中 �� 58167（5番人気）
馬単票数 計 937896 的中 �� 17032（8番人気）
ワイド票数 計1073757 的中 �� 25276（6番人気）�� 3049（76番人気）�� 1048（131番人気）
3連複票数 計2880700 的中 ��� 1664（289番人気）
3連単票数 計4350796 的中 ��� 859（938番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．3―36．3―48．1―1：00．4―1：13．1―1：25．9―1：38．8―1：50．7―2：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．1
1
3

・（2，5）－（1，17）13，9，12（14，15）3，10（4，8）（11，16）6（7，18）
2，5＝17，13，1（9，12，10）（14，15，11，16）（3，8）6（7，18）4

2
4

・（2，5）－17，1，13，9，12，14，15（3，10）8（4，11，16）6（7，18）
2（5，17）（1，13，10）（14，12）（9，15，11）8（3，6，16）（4，7，18）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランカマラード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー 2014．6．22 阪神1着

2012．2．7生 牡3栗 母 フ ォ ー ン ト 母母 Salt Spring 9戦2勝 賞金 35，195，000円
〔発走状況〕 フロリダパンサー号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 フロリダパンサー号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤロワ号・スズカビスタ号・ダブルイーグル号・モナルカ号
※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。

５レース目


