
3101111月7日 曇 良 （27東京5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第51回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

818 ボールライトニング 牡2栗 55 蛯名 正義 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 504－ 61：22．6 5．7�

715 アドマイヤモラール 牡2黒鹿55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 500－ 41：22．81� 12．7�
24 シャドウアプローチ 牡2栗 55 C．デムーロ 飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 ハナ 4．3�

（仏）

48 レッドラウダ 牡2鹿 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512－ 4 〃 クビ 13．6�
713 トウショウドラフタ 牡2栗 55 吉田 豊トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456＋ 4 〃 アタマ 9．2	
23 オデュッセウス 牡2鹿 55 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：22．9クビ 25．7

714 トップライセンス 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：23．11� 26．3�
816 サイモンゼーレ 牡2鹿 55 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 456＋ 41：23．31� 25．4
611 フジマサアクトレス 牝2鹿 54 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 448－ 61：23．4� 24．1�
36 ヒ ル ダ 牝2栗 54 柴山 雄一吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 25．4�
12 ボ ー ダ レ ス 牝2栗 54 横山 典弘 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－ 21：23．5� 18．0�
612 モ ー ゼ ス 牡2黒鹿55 柴田 善臣坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 504－ 8 〃 クビ 8．4�
47 
 キングライオン 牡2栗 55 A．シュタルケライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

486＋ 61：23．71 24．0�
（独）

11 レッドカーペット 牡2栗 55 A．アッゼニ �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 61：23．91� 7．6�
（英）

59 フリームーヴメント 牡2栗 55 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 440－ 21：24．0� 47．5�
510 マザックヤース 牝2鹿 54 松岡 正海山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 430± 01：24．32 263．6�
35 コマノドリーム 牝2芦 54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 426－ 21：24．4� 226．6�
817 アンナトルテ 牝2鹿 54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 浦河 富菜牧場 472＋ 41：25．67 73．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 101，053，300円 複勝： 138，646，300円 枠連： 103，896，600円
馬連： 402，394，400円 馬単： 162，814，500円 ワイド： 166，546，600円
3連複： 585，817，900円 3連単： 761，204，900円 計： 2，422，374，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 320円 � 170円 枠 連（7－8） 1，080円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 760円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 39，680円

票 数

単勝票数 計1010533 的中 � 139913（2番人気）
複勝票数 計1386463 的中 � 145137（3番人気）� 95330（6番人気）� 260009（1番人気）
枠連票数 計1038966 的中 （7－8） 74447（4番人気）
馬連票数 計4023944 的中 �� 68983（15番人気）
馬単票数 計1628145 的中 �� 17737（17番人気）
ワイド票数 計1665466 的中 �� 25716（15番人気）�� 57859（2番人気）�� 41046（5番人気）
3連複票数 計5858179 的中 ��� 65628（9番人気）
3連単票数 計7612049 的中 ��� 13906（61番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．3―12．6―11．4―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．5―49．1―1：00．5―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．5
3 ・（8，16）（4，18）（7，13，15）（3，6，14）11（2，10，9）（5，1）（12，17） 4 8（16，18）（4，15）（7，13，11）14（3，6，1）2（10，9，12，17）5

勝馬の
紹 介

ボールライトニング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dehere デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．4．21生 牡2栗 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden 2戦2勝 賞金 43，637，000円
〔発走状況〕 レッドカーペット号・ヒルダ号は，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。
（非抽選馬） 1頭 フレンチイデアル号
※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。

3101211月7日 曇 良 （27東京5）第1日 第12競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・左）
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
2：06．7
2：05．9

良
良

56 � アポロケンタッキー 牡3鹿 55 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 552＋ 22：12．1 4．3�

33 ステージジャンプ 牡5鹿 57 内田 博幸合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：12．52	 14．1�

11 マトリョーシカ 牝4黒鹿55 C．デムーロ �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：12．6	 14．5�
（仏）

811
 ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿 57
55 △石川裕紀人山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 468－ 22：12．7	 12．2�

710 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 4 〃 クビ 8．8�

79 クラーロデルナ 牡6鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 496－ 22：12．8	 6．1	
67 エンキンドル 牡4青 57 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B564＋ 42：12．9クビ 3．8

（英）

812 ディアグリスター 牡5鹿 57 幸 英明ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B496＋ 22：13．43 21．7�
44 レッドエンブレム 牡5黒鹿57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 42：13．5クビ 73．1
55 リーゼントブルース 牡6芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B482－ 62：15．09 41．8�
68 ランブリングマン 牡5鹿 57 大野 拓弥スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 522－162：15．63	 32．6�
22 ア グ ス タ 牡3鹿 55 蛯名 正義寺田 寿男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 506± 02：16．23	 6．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，819，500円 複勝： 52，781，400円 枠連： 29，032，400円
馬連： 127，140，900円 馬単： 50，644，000円 ワイド： 51，619，600円
3連複： 136，150，700円 3連単： 212，373，700円 計： 698，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 400円 � 500円 枠 連（3－5） 3，760円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，470円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 18，500円 3 連 単 ��� 77，640円

票 数

単勝票数 計 388195 的中 � 71824（2番人気）
複勝票数 計 527814 的中 � 74857（2番人気）� 32019（7番人気）� 24776（9番人気）
枠連票数 計 290324 的中 （3－5） 5971（17番人気）
馬連票数 計1271409 的中 �� 22672（18番人気）
馬単票数 計 506440 的中 �� 6120（25番人気）
ワイド票数 計 516196 的中 �� 9181（19番人気）�� 9108（20番人気）�� 4694（37番人気）
3連複票数 計1361507 的中 ��� 5518（74番人気）
3連単票数 計2123737 的中 ��� 1983（303番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．1―12．5―13．1―13．3―12．8―12．6―12．4―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―17．9―30．0―42．5―55．6―1：08．9―1：21．7―1：34．3―1：46．7―1：59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロケンタッキー �
�
父 Langfuhr �

�
母父 Gone West デビュー 2014．10．11 京都2着

2012．2．2生 牡3鹿 母 Dixiana Delight 母母 Lake Lady 10戦3勝 賞金 30，400，000円
〔発走状況〕 アポロケンタッキー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マトリョーシカ号の騎手C．デムーロは，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4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。


