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3104911月19日 曇 重 （28京都5）第5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

36 エールブリリアンツ 牡2芦 55 松田 大作佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 492＋ 61：52．2 8．2�
23 キクノフェリックス 牡2黒鹿55 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 504＋ 6 〃 クビ 7．9�
816 ブラックジェイド 牡2黒鹿55 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 522＋101：52．62� 6．3�
510 タ ル ガ 牡2黒鹿55 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 01：53．02� 14．0�
24 バイオネッタ 牡2栗 55 松山 弘平松本 俊廣氏 北出 成人 浦河 林 孝輝 444± 01：53．31� 25．0�
12 ブルベアバック 牡2鹿 55 A．アッゼニ �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 432＋ 21：53．51� 28．6	

（英）

11 ナムラメルシー 牝2黒鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 浦河 中島牧場 472－ 2 〃 ハナ 37．2

47 デスティネイション 牡2鹿 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 01：53．92� 4．1�
612 ダンツゴウユウ 牡2栗 55 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 466－ 21：54．0クビ 180．6�
48 プリンスオブペスカ 牡2鹿 55 松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 472－ 81：54．1� 31．2
59 ウエスタンアッレ 牡2鹿 55 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 520＋ 41：54．31� 169．5�
714 バングライオン 牡2黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450＋ 81：54．62 2．8�
611 タガノアルバトロス 牡2栗 55

53 △城戸 義政八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448± 01：54．7� 330．9�

713 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 474＋ 61：54．91� 261．9�
815 ゴーフォーザベスト 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極前田 剛氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 61：55．0� 165．9�
35 ホマレイチバンボシ 牝2鹿 54 古川 吉洋阿部東亜子氏 斉藤 崇史 平取 スガタ牧場 458－ 41：57．5大差 32．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，892，100円 複勝： 32，813，200円 枠連： 10，575，000円
馬連： 43，071，200円 馬単： 21，466，800円 ワイド： 27，820，800円
3連複： 66，850，900円 3連単： 79，160，800円 計： 302，650，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 200円 � 190円 枠 連（2－3） 1，420円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 650円 �� 470円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 17，750円

票 数

単勝票数 計 208921 的中 � 20285（5番人気）
複勝票数 計 328132 的中 � 36938（5番人気）� 43766（4番人気）� 47737（3番人気）
枠連票数 計 105750 的中 （2－3） 5771（8番人気）
馬連票数 計 430712 的中 �� 15946（10番人気）
馬単票数 計 214668 的中 �� 3747（21番人気）
ワイド票数 計 278208 的中 �� 10796（9番人気）�� 15775（2番人気）�� 11037（8番人気）
3連複票数 計 668509 的中 ��� 17313（8番人気）
3連単票数 計 791608 的中 ��� 3232（48番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．5―12．8―12．8―12．6―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．7―48．5―1：01．3―1：13．9―1：26．4―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．3
1
3
・（4，16）6，1（11，14）（2，3）10（5，15）－（9，7，12）13－8・（4，16）（6，14）（2，1，3）－（10，7）（5，12）11（9，8）－（13，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エールブリリアンツ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．10．30 京都3着

2014．3．30生 牡2芦 母 コスモカラット 母母 エクセレンス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホマレイチバンボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月19日まで平

地競走に出走できない。
※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） 2頭 ミズデッポウ号・メイショウイッポン号
※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。

3105011月19日 曇 稍重 （28京都5）第5日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時30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
1：08．0
1：07．8

良
良

47 イリスファルコン 牝2鹿 54 武 豊菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 410＋ 41：09．5 15．4�
48 ミスターロンリー 牡2鹿 55 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 458－ 21：09．92� 21．3�
36 ゼ セ ル 牡2鹿 55 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 474± 01：10．0� 1．9�
59 ハトマークワルツ 牝2栗 54 川田 将雅山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 428－ 41：10．32 17．9�
817 トーホウレジーナ 牝2栗 54 岡田 祥嗣東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 448＋ 41：10．4� 8．4�
510 ヤクシャハソロッタ 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 438＋ 61：10．61� 173．8	
713 ブルドッグギャル 牝2青鹿54 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 388± 0 〃 アタマ 8．8

24 メイショウルーシー 牝2青鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 412－ 21：10．81 7．6�
611 アグネスヒテン 牝2鹿 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 430＋ 61：10．9� 212．5�
612 ユキエファルコン 牡2黒鹿55 菱田 裕二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 474± 01：11．0� 15．4
11 テイルバック 牡2青鹿55 松山 弘平新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 470－ 6 〃 クビ 19．7�
12 イチザガーデン 牝2鹿 54

52 △城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 八木 明広 414－ 21：11．1クビ 488．6�
23 ナムラマリア 牝2栗 54 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 394＋ 21：11．31� 50．1�
816 イイコトバカリ 牝2鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464＋ 81：11．51� 107．9�
715 コパノベスト 牡2黒鹿55 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 476＋ 2 〃 クビ 190．6�
35 ハンズスミス 牡2鹿 55 佐藤 友則永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 446＋ 61：11．71� 115．6�
（笠松）

818 アイファーショコラ 牝2栗 54 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 422－ 41：11．8� 223．4�
714 ビックリシタナモー 牡2黒鹿 55

52 ▲荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 498± 01：11．9� 39．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，233，600円 複勝： 38，606，500円 枠連： 10，828，500円
馬連： 42，129，200円 馬単： 22，863，300円 ワイド： 29，468，000円
3連複： 63，016，800円 3連単： 79，498，600円 計： 308，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 270円 � 440円 � 110円 枠 連（4－4） 7，640円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 19，200円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 430円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 44，260円

票 数

単勝票数 計 222336 的中 � 11533（5番人気）
複勝票数 計 386065 的中 � 26265（5番人気）� 14192（9番人気）� 150523（1番人気）
枠連票数 計 108285 的中 （4－4） 1098（25番人気）
馬連票数 計 421292 的中 �� 3637（27番人気）
馬単票数 計 228633 的中 �� 893（56番人気）
ワイド票数 計 294680 的中 �� 2989（26番人気）�� 18742（3番人気）�� 11701（6番人気）
3連複票数 計 630168 的中 ��� 10795（15番人気）
3連単票数 計 794986 的中 ��� 1302（147番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―34．9―46．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 8，9（6，16）7（2，11）（4，17，18）（1，13）－5，10（3，12）14，15 4 8（6，9）（7，16）（2，4，11）17（1，13，18）－（5，10）12（3，15，14）

勝馬の
紹 介

イリスファルコン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．9．10 阪神3着

2014．4．1生 牝2鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ユキエファルコン号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ゼセル号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 アイファーフドオー号・トダメチャ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 京都競馬 第５日



3105111月19日 曇 重 （28京都5）第5日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時00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

12 アシャカリアン 牡2栗 55 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 470－ 21：25．4 2．9�
23 マルヨシャバーリー 牡2栗 55 浜中 俊野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 474－16 〃 クビ 6．5�
815� マラードザレコード 牡2青鹿55 A．アッゼニ 岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd 460± 01：25．5クビ 26．8�
（英）

611 シゲルシャチ 牡2栗 55 松若 風馬森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 476－101：25．6� 27．9�
713 ジュエアトゥー 牡2栗 55 小林 徹弥首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 492± 0 〃 アタマ 3．3�
24 ピエナムーン 牡2栗 55 松田 大作本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 424± 01：25．81� 237．3�
11 クリノワシントン 牡2栗 55 佐藤 友則栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 436± 01：26．01 16．1	

（笠松）

510 ブルベアライノ 牡2芦 55
53 △城戸 義政 
ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 478＋ 21：26．21� 237．3�

714 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± 01：26．3� 35．9�
48 ワイルドグラス 牡2鹿 55 古川 吉洋長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 480－ 61：26．4クビ 56．3�
35 カズマデプレシャン 牡2黒鹿55 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 490＋241：26．71	 20．1
612 セイカリズヴェリオ 牡2栗 55

52 ▲荻野 極久米 大氏 小野 次郎 日高 若林 順一 460－ 6 〃 アタマ 314．7�
47 ベイビーステップ 牡2鹿 55 A．シュタルケ 大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 488± 01：26．8	 202．5�

（独）

816 メイショウサギリ 牝2鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 日高 槇本牧場 436－ 21：27．01
 12．9�
59 ノーティインパクト 牡2栗 55

52 ▲坂井 瑠星小関 昭次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 434＋121：27．31	 112．1�
36 � ヴィアデラモーレ 牡2栗 55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Don Ming 538＋ 81：28．04 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，736，900円 複勝： 32，458，200円 枠連： 11，537，700円
馬連： 42，606，600円 馬単： 22，000，200円 ワイド： 26，489，900円
3連複： 59，593，900円 3連単： 74，433，600円 計： 289，857，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 190円 � 610円 枠 連（1－2） 780円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，480円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 17，980円

票 数

単勝票数 計 207369 的中 � 57170（1番人気）
複勝票数 計 324582 的中 � 85201（1番人気）� 42235（3番人気）� 9413（10番人気）
枠連票数 計 115377 的中 （1－2） 11411（3番人気）
馬連票数 計 426066 的中 �� 40260（2番人気）
馬単票数 計 220002 的中 �� 11602（3番人気）
ワイド票数 計 264899 的中 �� 20376（2番人気）�� 4375（19番人気）�� 2511（29番人気）
3連複票数 計 595939 的中 ��� 7450（18番人気）
3連単票数 計 744336 的中 ��� 3000（45番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―12．3―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―47．2―59．8―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．2
3 ・（1，15）（4，5）（6，16）（2，3）（13，11）（10，9，14）12，7－8 4 ・（1，15）（4，5）（2，16，11）3（13，14）－（10，6）9（7，12）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アシャカリアン �
�
父 サマーバード �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．10．22 京都3着

2014．4．14生 牡2栗 母 シックファイター 母母 インヴァイト 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 ノーティインパクト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

マラードザレコード号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 マラードザレコード号は，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または施行団体名を表示している。

3105211月19日 曇 稍重 （28京都5）第5日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時30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
1：32．3
1：32．3

良
良

59 アドマイヤプリヴ 牡2青鹿55 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：35．6 7．0�
23 メルヴィンカズマ 牡2黒鹿55 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 476＋ 6 〃 ハナ 20．5�
715 シャンティローザ 牝2青鹿54 浜中 俊星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456－ 6 〃 ハナ 10．3�
612 スマートウェールズ 牡2黒鹿55 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 454＋ 2 〃 クビ 3．7�
35 ジョーアラビカ 牡2芦 55 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 498＋ 21：35．7� 31．2�
816 スワーヴノートン 牡2鹿 55 M．デムーロ�NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 488＋ 21：35．91� 6．2	
48 マイネルブロッケン 牡2青鹿55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 2 〃 アタマ 20．4


（独）

818 ドリームソルジャー 牡2栗 55 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト

クラブ 450± 0 〃 ハナ 75．4�
713 サンレイトピック 牡2青鹿55 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 小田 誠一 460－ 41：36．0クビ 66．0�
817	 モズキングタイド 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米

Omega Farm, B. D.
Gibbs Farm LLC &
Chancey Mill Farm

464＋ 8 〃 アタマ 21．1
11 ウインベラシアス 牡2栗 55 高倉 稜�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 474± 01：36．42� 19．8�
47 スパイクナード 牝2黒鹿54 川田 将雅今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 21：36．61� 4．1�
12 アスターフィール 牡2栗 55 菱田 裕二加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 462＋ 8 〃 クビ 64．3�
24 シゲルムササビ 牝2鹿 54 
島 良太森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 464－ 41：36．7クビ 475．7�
510 トーホウボニータ 牝2芦 54 国分 優作東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 428－ 21：36．8� 206．6�
611 メイショウアッパレ 牡2鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 480± 01：36．9クビ 268．8�
714 フラワーイレブン 牝2栗 54 柴山 雄一吉野加壽代氏 松元 茂樹 青森 ワールドファーム 472－ 41：37．96 244．4�
36 ディランフィールド 牡2鹿 55 A．アッゼニ 大野 照旺氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 472－ 21：38．75 18．1�

（英）

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，571，000円 複勝： 44，598，500円 枠連： 14，044，500円
馬連： 59，160，800円 馬単： 28，727，700円 ワイド： 37，925，300円
3連複： 79，867，200円 3連単： 92，789，400円 計： 382，684，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 560円 � 300円 枠 連（2－5） 6，390円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 820円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 18，640円 3 連 単 ��� 89，100円

票 数

単勝票数 計 255710 的中 � 29097（4番人気）
複勝票数 計 445985 的中 � 51516（3番人気）� 18547（6番人気）� 39750（5番人気）
枠連票数 計 140445 的中 （2－5） 1703（27番人気）
馬連票数 計 591608 的中 �� 7504（20番人気）
馬単票数 計 287277 的中 �� 2208（33番人気）
ワイド票数 計 379253 的中 �� 4945（21番人気）�� 12469（7番人気）�� 3079（40番人気）
3連複票数 計 798672 的中 ��� 3212（59番人気）
3連単票数 計 927894 的中 ��� 755（262番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．2―12．0―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―47．1―59．1―1：11．0―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．5
3 5，11，16（1，8，10）（6，9）（2，7）（12，15）13（3，14）（17，18）4 4 5（11，16）（1，10）8（2，9）7（6，12，15）（3，13，18）17（4，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤプリヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．10．30 京都4着

2014．3．3生 牡2青鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 アスターフィール号の騎手菱田裕二は，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：7番）
※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 ニホンピロワールド号
（非抽選馬） 1頭 ミヲツクシテヤ号
※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。



3105311月19日 曇 稍重 （28京都5）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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
1：45．9
1：45．9

良
良

814 ウォータービルド 牡2鹿 55 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 484 ―1：50．9 8．4�
610 グランドボヌール 牡2鹿 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 470 ―1：51．0� 27．8�
611 ワンダーゴレイロ 牡2黒鹿55 A．シュタルケ 山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 �川 啓一 480 ―1：51．21� 13．1�

（独）

11 サンライズマジック 牡2鹿 55 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 468 ―1：51．3� 31．9�
34 カ レ ン カ カ 牡2芦 55 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 クビ 7．3�
712 マ ン ト ン 牡2黒鹿55 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 446 ― 〃 ハナ 52．2�
22 ヤマニンフルアウト 牡2栗 55 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 506 ―1：51．51� 234．2	
35 カンポデフィオーリ 牝2黒鹿54 松山 弘平吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 426 ―1：51．81� 95．8

23 カ ラ ル 牡2黒鹿55 佐藤 友則 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 21．5�

（笠松）

46 ゴ ー ド ン 牡2黒鹿55 幸 英明 カナヤマホール
ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 478 ―1：51．9クビ 177．8�

58 ダブルバインド 牡2鹿 55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 クビ 1．5�

47 セヴィルロアー 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 474 ―1：52．11� 229．9�

815 ナムラカブト 牡2黒鹿55 M．デムーロ奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 500 ―1：52．42 10．2�
713 ユミノビッグブーツ 牝2鹿 54 松田 大作泉 一郎氏 奥村 豊 新冠 田上 光征 470 ―1：52．72 217．7�
59 メイショウナンプウ 牡2青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 494 ―1：53．33� 166．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，174，200円 複勝： 63，410，300円 枠連： 12，754，000円
馬連： 43，386，600円 馬単： 31，874，500円 ワイド： 26，914，500円
3連複： 55，823，100円 3連単： 99，991，100円 計： 362，328，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 440円 � 1，120円 � 590円 枠 連（6－8） 1，240円

馬 連 �� 8，750円 馬 単 �� 21，090円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，110円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 18，330円 3 連 単 ��� 109，830円

票 数

単勝票数 計 281742 的中 � 26527（3番人気）
複勝票数 計 634103 的中 � 39822（3番人気）� 14119（7番人気）� 28432（5番人気）
枠連票数 計 127540 的中 （6－8） 7910（4番人気）
馬連票数 計 433866 的中 �� 3840（23番人気）
馬単票数 計 318745 的中 �� 1133（48番人気）
ワイド票数 計 269145 的中 �� 3211（22番人気）�� 6361（11番人気）�� 3720（17番人気）
3連複票数 計 558231 的中 ��� 2283（47番人気）
3連単票数 計 999911 的中 ��� 660（243番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―13．3―13．2―12．6―12．2―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．1―50．4―1：03．6―1：16．2―1：28．4―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．7
3 2，10（1，4，14）（6，3，11，12）9（5，13）（8，7）15 4 2（10，14）12（1，4）（6，3，11）（5，9）13（8，15）7

勝馬の
紹 介

ウォータービルド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Boston Harbor 初出走

2014．4．1生 牡2鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ナムラカブト号は，枠入り不良。
〔その他〕 グランドボヌール号は，競走中終始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または施行団体名を表示している。

3105411月19日 曇 重 （28京都5）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時50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
1：11．0
1：10．2

重
不良

35 タ テ ヤ マ 牡2栗 55 松山 弘平小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 438 ―1：11．8 28．9�
611 タガノヴェローナ 牝2芦 54 松若 風馬八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472 ―1：12．01� 8．8�
610 ヴェリタストップ 牡2黒鹿55 酒井 学松本 洋子氏 大橋 勇樹 新ひだか 米田牧場 472 ―1：12．1� 83．5�
47 ランバージャック 牡2栗 55 川田 将雅今西 和雄氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―1：12．31	 8．9�
34 ラブリースパイス 牝2栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 426 ― 〃 ハナ 3．2�
59 テイエムアカツキ 牡2栗 55

52 ▲荻野 極竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 488 ―1：12．61� 106．4	
22 ロングベスト 牡2鹿 55 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 512 ―1：12．92 15．8

712 メイショウブレナム 牡2栗 55 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 472 ―1：13．1
 15．9�
46 アラタマクリスエス 牝2鹿 54 国分 恭介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 444 ―1：13．84 127．7�
815 グッドアビリティ 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星長谷川光司氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 414 ―1：13．9� 192．6
58 ローズシュクレ 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 454 ―1：14．0� 18．0�
713� クーファディーヴァ 牝2栗 54 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 英 Zenno Man-

agement Inc 450 ―1：14．63� 2．1�
11 クレールソレイユ 牡2栗 55 佐藤 友則山上 和良氏 崎山 博樹 日高 高藤 茂 492 ―1：15．02� 283．0�

（笠松）

（13頭）
23 クリノケンリュウ 牡2栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 492 ― （競走除外）

814 フォックステイル 牡2黒鹿55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，149，100円 複勝： 25，801，700円 枠連： 12，411，700円
馬連： 31，421，900円 馬単： 17，366，000円 ワイド： 19，022，500円
3連複： 30，476，300円 3連単： 40，729，100円 計： 199，378，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，890円 複 勝 � 820円 � 250円 � 2，860円 枠 連（3－6） 1，770円

馬 連 �� 11，670円 馬 単 �� 31，150円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 19，050円 �� 9，580円

3 連 複 ��� 251，170円 3 連 単 ��� 1，406，120円

票 数

単勝票数 差引計 221491（返還計 37934） 的中 � 6120（8番人気）
複勝票数 差引計 258017（返還計 52500） 的中 � 7679（8番人気）� 32472（3番人気）� 2063（11番人気）
枠連票数 差引計 124117（返還計 2721） 的中 （3－6） 5431（7番人気）
馬連票数 差引計 314219（返還計146355） 的中 �� 2086（26番人気）
馬単票数 差引計 173660（返還計 80641） 的中 �� 418（62番人気）
ワイド票数 差引計 190225（返還計 95565） 的中 �� 1418（27番人気）�� 256（59番人気）�� 511（41番人気）
3連複票数 差引計 304763（返還計274909） 的中 ��� 91（172番人気）
3連単票数 差引計 407291（返還計354759） 的中 ��� 21（1031番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―11．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．3―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ テ ヤ マ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．5．3生 牡2栗 母 サンフィールド 母母 ミスティダンサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 クリノケンリュウ号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。

フォックステイル号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3105511月19日 曇 重 （28京都5）第5日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

612 フ ラ ン ド ル 牡3鹿 55 川田 将雅寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494－ 21：50．9 3．6�
611 ソリティール 牡3栗 55 M．デムーロ�G1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 476± 01：51．22 2．4�
714 セレブレイトソング �4栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B490＋161：51．41	 134．5�
36 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 55 幸 英明西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 46．4�
510 アースシンフォニー �4鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 482＋161：51．5クビ 61．8	
713 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 456＋ 4 〃 クビ 83．3

12 ロバストミノル 牡3栗 55 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 506＋181：51．81
 14．1�
816 エルメネジルド 牡4鹿 57 A．アッゼニ 飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 490－ 21：51．9	 9．5�

（英）

47 リヴァイタライズ 牡3青鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 112．3
59 マイネルアトゥー 牡3青鹿55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 448＋121：52．0	 30．1�

（独）

48 ウイングアクティブ 牡4鹿 57 松若 風馬池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 470＋ 61：52．1クビ 35．9�
815 ダノンアローダ 牡3鹿 55 佐藤 友則�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 526＋ 61：52．2
 6．6�

（笠松）

24 ショークール 牡3栗 55 武 豊吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 512＋ 81：52．3	 12．2�
11 ジェイシックス 牡3芦 55 柴田 未崎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 504＋141：52．4
 302．8�
23 � ジョウショーチカラ 牡4青鹿57 古川 吉洋熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 540－ 41：53．14 34．4�
35 � サンレイレッカー 牡5栗 57

54 ▲荻野 極永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか 岡野牧場 492＋ 91：53．41
 450．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，424，500円 複勝： 42，623，800円 枠連： 19，738，400円
馬連： 68，077，500円 馬単： 33，085，200円 ワイド： 41，996，200円
3連複： 88，736，500円 3連単： 121，712，600円 計： 447，394，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 2，270円 枠 連（6－6） 470円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 210円 �� 10，450円 �� 5，380円

3 連 複 ��� 22，720円 3 連 単 ��� 87，360円

票 数

単勝票数 計 314245 的中 � 69511（2番人気）
複勝票数 計 426238 的中 � 80464（2番人気）� 111931（1番人気）� 2801（14番人気）
枠連票数 計 197384 的中 （6－6） 32066（2番人気）
馬連票数 計 680775 的中 �� 112487（1番人気）
馬単票数 計 330852 的中 �� 24797（2番人気）
ワイド票数 計 419962 的中 �� 65316（1番人気）�� 876（67番人気）�� 1713（50番人気）
3連複票数 計 887365 的中 ��� 2928（66番人気）
3連単票数 計1217126 的中 ��� 1010（239番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．5―12．6―12．7―12．4―12．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．1―48．7―1：01．4―1：13．8―1：25．9―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3
4，8（5，12）15（2，3）14（7，16）（1，13）9（6，11）－10
4（8，12）（5，15）3（7，14）（2，16）（1，13，11）（6，9）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ラ ン ド ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．1．30 京都2着

2013．2．3生 牡3鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 5戦2勝 賞金 16，720，000円
※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 アフターミー号・ヒアカムズザサン号・ミスティーフリップ号・ヨドノナイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3105611月19日 曇 稍重 （28京都5）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

77 ロードヴァンドール 牡3栗 55 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 500＋102：00．2 3．0�
66 ソールインパクト 牡4芦 57 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 22：00．41� 2．7�
55 	 リッチーリッチー 牡3栗 55 A．シュタルケ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 518＋ 62：00．5� 7．3�

（独）

11 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 470－ 22：00．81� 41．3�
88 ステイキングダム 牡3鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418＋ 62：00．9� 9．8	
89 
 リ ッ ジ マ ン 牡3鹿 55 松若 風馬�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 444＋ 82：01．21� 43．8

33 サンライズクロンヌ 牡3栗 55 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 488＋12 〃 クビ 4．7�
22 リアルキング 牡3鹿 55 菱田 裕二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 534＋ 22：01．41� 23．4�
44 ボールドジャパン 牡5鹿 57

54 ▲坂井 瑠星増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 530－ 22：01．72 79．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，928，500円 複勝： 30，637，900円 枠連： 9，701，300円
馬連： 54，476，100円 馬単： 32，090，700円 ワイド： 29，711，600円
3連複： 70，305，800円 3連単： 151，374，800円 計： 406，226，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 320円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，140円

票 数

単勝票数 計 279285 的中 � 74400（2番人気）
複勝票数 計 306379 的中 � 59246（2番人気）� 71596（1番人気）� 44202（4番人気）
枠連票数 計 97013 的中 （6－7） 20166（1番人気）
馬連票数 計 544761 的中 �� 101138（1番人気）
馬単票数 計 320907 的中 �� 26136（2番人気）
ワイド票数 計 297116 的中 �� 45240（1番人気）�� 22949（4番人気）�� 21863（5番人気）
3連複票数 計 703058 的中 ��� 66588（2番人気）
3連単票数 計1513748 的中 ��� 34925（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．8―12．5―12．2―12．2―11．7―11．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―24．1―36．9―49．4―1：01．6―1：13．8―1：25．5―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードヴァンドール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．11．8 京都5着

2013．5．2生 牡3栗 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 11戦3勝 賞金 45，957，000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。



3105711月19日 曇 重 （28京都5）第5日 第9競走 ��
��1，800�

き

も ち の 木 賞
発走14時30分 （ダート・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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：51．7
1：50．9

稍重
不良

79 ブルベアバブーン 牡2栗 55 幸 英明 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 486＋ 21：51．3レコード 44．3�
67 シ ロ ニ イ 牡2白 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋10 〃 クビ 4．5�
11 メイショウテムズ 牡2栗 55 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 490± 01：51．4� 8．1�
78 アイアンテーラー 牝2栗 54 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 454－ 6 〃 クビ 5．6�
22 キ ク ノ ル ア 牡2栗 55 藤岡 康太菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 496± 01：51．93 19．8�
55 ゴールドスカル 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 472－ 41：52．21	 113．8	
44 シゲルオカピ 牡2黒鹿55 荻野 極森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 448－ 2 〃 ハナ 204．7

33 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 506－ 21：52．62� 82．6�
810 クレスコブレイブ 牡2栗 55 和田 竜二堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 520＋ 2 〃 クビ 12．4�
811
 ハローマイダーリン 牝2栗 54 佐藤 友則ホースケア 湯前 良人 新ひだか 千代田牧場 416－111：52．91	 202．3�

（笠松） （笠松）

66 ジ ェ ニ シ ス 牡2鹿 55 M．デムーロ森岡 幸人氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512－ 41：53．22 1．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，983，300円 複勝： 59，824，300円 枠連： 15，945，800円
馬連： 85，031，600円 馬単： 51，576，100円 ワイド： 42，818，400円
3連複： 104，196，000円 3連単： 214，062，400円 計： 613，437，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，430円 複 勝 � 640円 � 200円 � 310円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 9，790円 馬 単 �� 21，990円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 3，740円 �� 610円

3 連 複 ��� 19，950円 3 連 単 ��� 204，740円

票 数

単勝票数 計 399833 的中 � 7215（7番人気）
複勝票数 計 598243 的中 � 20822（7番人気）� 90341（2番人気）� 49615（4番人気）
枠連票数 計 159458 的中 （6－7） 31034（1番人気）
馬連票数 計 850316 的中 �� 6727（20番人気）
馬単票数 計 515761 的中 �� 1759（42番人気）
ワイド票数 計 428184 的中 �� 5120（18番人気）�� 2827（25番人気）�� 19229（7番人気）
3連複票数 計1041960 的中 ��� 3916（44番人気）
3連単票数 計2140624 的中 ��� 758（312番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―12．5―12．4―12．5―12．4―12．2―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―36．7―49．1―1：01．6―1：14．0―1：26．2―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．3
1
3
・（5，8）4（2，7）（1，10）－9，11，3－6
5－8（4，7）（10，3）（1，2）（9，6）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルベアバブーン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．9．17 阪神16着

2014．4．18生 牡2栗 母 シルクヴェルサイユ 母母 シルクフレアー 4戦2勝 賞金 15，245，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3105811月19日 曇 稍重 （28京都5）第5日 第10競走 ��
��2，200�

ひ え い

比叡ステークス
発走15時05分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

11 スピリッツミノル 牡4栗 57 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 502± 02：13．5 6．3�
66 ア ル タ ー �4栗 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508－ 22：13．71	 2．7�
22 エーティータラント 牡6芦 57 松田 大作荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 506＋ 2 〃 ハナ 7．8�
88 レッドルーラー 牡6鹿 57 A．アッゼニ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 クビ 28．8�

（英）

33 ノーブルマーズ 牡3栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 484＋ 42：13．8
 3．2�
55 グランアルマダ 牡4芦 57 酒井 学 	サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B528－ 62：14．22
 23．4

44 アグネスフォルテ 牡3栗 55 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 442＋ 42：14．73 4．8�
77 � カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55 小林 徹弥門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438± 0 〃 クビ 165．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，729，600円 複勝： 37，829，900円 枠連： 発売なし
馬連： 92，712，100円 馬単： 47，248，500円 ワイド： 35，012，400円
3連複： 93，159，400円 3連単： 222，167，700円 計： 566，859，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 330円 �� 540円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 計 387296 的中 � 49119（4番人気）
複勝票数 計 378299 的中 � 84807（2番人気）� 87320（1番人気）� 47527（5番人気）
馬連票数 計 927121 的中 �� 82563（3番人気）
馬単票数 計 472485 的中 �� 18564（10番人気）
ワイド票数 計 350124 的中 �� 28393（3番人気）�� 15373（10番人気）�� 26006（6番人気）
3連複票数 計 931594 的中 ��� 52267（4番人気）
3連単票数 計2221677 的中 ��� 22001（31番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．0―12．3―12．2―12．3―12．2―11．6―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．7―37．7―50．0―1：02．2―1：14．5―1：26．7―1：38．3―1：50．1―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2
1
3
・（3，5）（1，2，4）7－6，8
3，5，1（2，4）（7，6）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スピリッツミノル 
�
父 ディープスカイ 

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．27 札幌7着

2012．3．7生 牡4栗 母 バアゼルクローバー 母母 ストームザミント 24戦5勝 賞金 73，339，000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。



3105911月19日 曇 稍重 （28京都5）第5日 第11競走 ��
��2，000�アンドロメダステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，27．11．21以降28．11．13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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

47 レッドソロモン 牡4鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B486＋221：59．1 6．5�
714 ドレッドノータス 牡3栗 53 藤岡 康太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 19．3�
48 マイネルフロスト 牡5芦 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 476－ 8 〃 クビ 25．1�

（独）

23 デウスウルト �8黒鹿53 武 豊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 21：59．31 55．7�
35 エキストラエンド 牡7鹿 57 A．アッゼニ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 クビ 18．1	

（英）

612 ヤマニンボワラクテ �5鹿 55 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 492＋221：59．4クビ 11．6

12 プランスペスカ 牡6鹿 53 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B476± 0 〃 クビ 30．5�
59 トーセンビクトリー 牝4鹿 53 川田 将雅島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：59．5� 3．4
36 マイネルディーン 牡7青 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 458－ 2 〃 ハナ 66．4�
510 ニューダイナスティ 牡7鹿 53 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：59．71	 153．4�
24 ダイシンサンダー 牡5鹿 55 M．デムーロ大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 500± 01：59．91 4．4�
11 マドリードカフェ 牡5黒鹿54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン

ズファーム 526－ 2 〃 ハナ 38．0�
816 リヤンドファミユ 牡6鹿 53 佐藤 友則 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 02：00．11	 101．4�
（笠松）

713 ウインリバティ 牝5黒鹿51 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 460－ 2 〃 アタマ 50．4�
817 トウシンモンステラ 牡6黒鹿54 池添 謙一�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 482－102：00．31 178．9�
818 フレイムコード 牝7鹿 51 酒井 学�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 478＋ 6 〃 ハナ 151．6�
611 オリオンザジャパン �6芦 53 浜中 俊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 466＋ 2 〃 クビ 6．7�
715 クラリティシチー 牡5鹿 56 松田 大作 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 496± 02：00．4クビ 18．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 73，006，000円 複勝： 114，408，500円 枠連： 63，609，200円
馬連： 278，722，000円 馬単： 110，055，700円 ワイド： 128，322，000円
3連複： 423，756，000円 3連単： 558，539，700円 計： 1，750，419，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 660円 � 760円 枠 連（4－7） 1，890円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 2，640円 �� 7，810円

3 連 複 ��� 62，800円 3 連 単 ��� 279，070円

票 数

単勝票数 計 730060 的中 � 88755（3番人気）
複勝票数 計1144085 的中 � 134892（4番人気）� 42566（8番人気）� 36046（10番人気）
枠連票数 計 636092 的中 （4－7） 25974（10番人気）
馬連票数 計2787220 的中 �� 30376（23番人気）
馬単票数 計1100557 的中 �� 6894（44番人気）
ワイド票数 計1283220 的中 �� 13487（28番人気）�� 12613（30番人気）�� 4185（67番人気）
3連複票数 計4237560 的中 ��� 5060（166番人気）
3連単票数 計5585397 的中 ��� 1451（758番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．0―12．0―12．1―11．8―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．7―47．7―59．7―1：11．8―1：23．6―1：35．4―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

レッドソロモン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 阪神3着

2012．3．24生 牡4鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 17戦5勝 賞金 98，569，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 プロモントーリオ号・マデイラ号・メドウラーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3106011月19日 曇 稍重 （28京都5）第5日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：19．0
1：19．0

良
良

610 ニシノラッシュ 牡4鹿 57 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 490＋ 21：22．2 6．6�
46 ビットレート 牝4栗 55 A．アッゼニ �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462－ 61：22．41� 32．8�

（英）

57 スマートカルロス 牡4鹿 57 池添 謙一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 476－ 8 〃 クビ 12．0�
58 ダノンシーザー 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 472＋221：22．5クビ 3．4�
22 レッドリーガル 牡4鹿 57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B478＋ 4 〃 クビ 14．0	
33 エ フ ェ ク ト 牝4青鹿55 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 452－ 6 〃 ハナ 263．9

34 ビナイーグル 牡3鹿 56 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 512＋ 4 〃 アタマ 5．4�
69 ウェーブヒーロー 牡3鹿 56 松山 弘平万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 41：22．6クビ 29．9�
712 ラッフォルツァート 牝4鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：22．92 40．5
814 キアロスクーロ 	3黒鹿56 武 豊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496＋ 21：23．11� 7．1�
11 
 サントノーレ 牝4栗 55 松若 風馬吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 488－ 41：23．2� 123．9�
45 プレミオテーラー 牝4黒鹿55 M．デムーロ中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 488＋ 8 〃 同着 4．9�
711 ネバーリグレット 	3芦 56 柴山 雄一�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 47．9�
813 マイアベーア 牡4青鹿57 佐藤 友則 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470± 01：23．41 116．8�

（笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，465，800円 複勝： 93，288，100円 枠連： 34，809，000円
馬連： 165，117，900円 馬単： 70，898，900円 ワイド： 98，416，800円
3連複： 220，018，600円 3連単： 309，676，300円 計： 1，059，691，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 270円 � 700円 � 310円 枠 連（4－6） 1，460円

馬 連 �� 11，510円 馬 単 �� 18，540円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 1，370円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 35，280円 3 連 単 ��� 174，310円

票 数

単勝票数 計 674658 的中 � 81614（4番人気）
複勝票数 計 932881 的中 � 97338（5番人気）� 30671（8番人気）� 82075（6番人気）
枠連票数 計 348090 的中 （4－6） 18401（7番人気）
馬連票数 計1651179 的中 �� 11111（37番人気）
馬単票数 計 708989 的中 �� 2867（63番人気）
ワイド票数 計 984168 的中 �� 7911（34番人気）�� 18868（18番人気）�� 6510（37番人気）
3連複票数 計2200186 的中 ��� 4676（107番人気）
3連単票数 計3096763 的中 ��� 1288（507番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．0―11．6―11．7―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．4―36．4―48．0―59．7―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 3，10（1，13）（6，11）2（4，8）（7，12）9（5，14） 4 3，10（1，6，11，13）（2，8，12）（4，7）（9，14）5

勝馬の
紹 介

ニシノラッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．7．12 福島1着

2012．3．29生 牡4鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 12戦4勝 賞金 78，549，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（28京都5）第5日 11月19日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 172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

218，370，000円
7，590，000円
14，800，000円
1，170，000円
22，240，000円
70，511，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
418，294，600円
616，300，900円
215，955，100円
1，005，913，500円
489，253，600円
543，918，400円
1，355，800，500円
2，044，136，100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 6，689，572，700円

総入場人員 14，144名 （有料入場人員 13，072名）
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