
3004911月18日 雨 重 （29京都5）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

牝，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
1：23．4
1：23．0

不良
重

713 ベルアーシュ 牝2芦 54 C．デムーロ 矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 462－ 41：25．8 5．6�
（仏）

47 ウインタイムリープ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 448± 01：25．9� 7．9�
815 ナイトスプライト 牝2栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 460－ 81：26．0� 25．7�
58 ディーズアマーレ 牝2青鹿54 和田 竜二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 432－ 4 〃 ハナ 14．3�
22 プロネルクール 牝2鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 496± 01：26．1� 3．2	
23 ナ ム ラ キ ヌ 牝2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 460＋ 2 〃 クビ 4．9

34 メイショウナスカ 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 486＋ 61：26．84 42．5�
11 アイファーフォルテ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 396＋ 61：26．9� 166．8�
712 ロイヤルシャイン 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 488－ 41：27．0クビ 31．9
35 ハイヒールモモタン 牝2鹿 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 442± 0 〃 クビ 8．1�
59 クリノロマン 牝2芦 54 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 454－ 61：27．1クビ 40．8�
611 マーティンルナ 牝2鹿 54 小牧 太大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 472－ 61：27．95 39．6�
46 ダンツヒロイン 牝2黒鹿54 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新冠 細川農場 450－ 81：28．11� 179．0�
610 ダンスドリーマー 牝2青鹿54 池添 謙一矢野 亨憲氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 444＋ 21：28．42 40．5�
814 ブルベアキヌサヤ 牝2栗 54 田中 健 �ブルアンドベア 木原 一良 日高 賀張三浦牧場 508＋121：33．2大差 119．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，744，300円 複勝： 28，723，400円 枠連： 10，603，000円
馬連： 36，598，000円 馬単： 18，357，700円 ワイド： 25，599，000円
3連複： 54，816，200円 3連単： 65，228，100円 計： 257，669，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 210円 � 580円 枠 連（4－7） 1，460円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，630円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 41，880円

票 数

単勝票数 計 177443 的中 � 26629（3番人気）
複勝票数 計 287234 的中 � 35939（4番人気）� 38773（3番人気）� 10716（7番人気）
枠連票数 計 106030 的中 （4－7） 5592（6番人気）
馬連票数 計 365980 的中 �� 15245（8番人気）
馬単票数 計 183577 的中 �� 3853（16番人気）
ワイド票数 計 255990 的中 �� 9873（8番人気）�� 3969（16番人気）�� 2518（24番人気）
3連複票数 計 548162 的中 ��� 3882（35番人気）
3連単票数 計 652281 的中 ��� 1129（119番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．4―12．6―12．2―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―36．0―48．6―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルアーシュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 End Sweep デビュー 2017．10．28 京都4着

2015．2．16生 牝2芦 母 ミストラルグリーン 母母 Messenger Miss 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアキヌサヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月18日まで平地

競走に出走できない。
※クリノロマン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3005011月18日 雨 重 （29京都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 （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
1：11．0
1：10．2

重
不良

56 タガノプレトリア 牡2鹿 55 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋ 21：11．8 3．1�

813 コパノマーボー 牡2栗 55 A．シュタルケ 小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 有限会社石川牧場 488－ 61：12．01� 4．4�
（独）

711 ホ ク セ ツ �2青鹿55 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B494± 01：12．1クビ 91．8�
45 カフジフェニックス 牡2芦 55 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 466＋ 21：12．31� 3．2�
57 ハルキストン 牡2鹿 55 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 436＋ 21：12．4� 17．0�
22 マ ン ト ラ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 450－ 41：12．61 37．9	
11 メイショウヤシチ 牡2黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 476＋ 81：12．81� 38．2

44 サンシャンペーン 牡2鹿 55 竹之下智昭加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 466＋ 4 〃 ハナ 73．7�
710 ベルウッドホーク 牡2黒鹿55 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 チェスナット

ファーム 462＋ 61：13．01� 6．9�
33 ナムラガッツ 牡2栗 55 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 野坂牧場 462－ 81：13．42� 31．6
812 ヒロノエイタツ 牡2鹿 55 古川 吉洋サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 464－ 21：13．71� 230．9�
68 シゲルシイタケ 牡2鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 472＋ 41：14．12� 208．6�
69 キングバゴスター 牡2青鹿55 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 502－ 21：18．6大差 31．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，386，800円 複勝： 26，701，200円 枠連： 8，517，800円
馬連： 37，554，400円 馬単： 20，558，700円 ワイド： 24，673，400円
3連複： 51，140，000円 3連単： 68，170，300円 計： 258，702，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 160円 � 1，520円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 3，570円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 14，020円 3 連 単 ��� 49，370円

票 数

単勝票数 計 213868 的中 � 55828（1番人気）
複勝票数 計 267012 的中 � 57021（1番人気）� 48850（2番人気）� 2920（11番人気）
枠連票数 計 85178 的中 （5－8） 15329（1番人気）
馬連票数 計 375544 的中 �� 56698（1番人気）
馬単票数 計 205587 的中 �� 15796（2番人気）
ワイド票数 計 246734 的中 �� 33679（1番人気）�� 1552（31番人気）�� 1134（36番人気）
3連複票数 計 511400 的中 ��� 2734（42番人気）
3連単票数 計 681703 的中 ��� 1001（139番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．0―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノプレトリア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．6．11 阪神4着

2015．2．12生 牡2鹿 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 6戦1勝 賞金 10，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングバゴスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月18日まで平

地競走に出走できない。
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 京都競馬 第５日



3005111月18日 雨 重 （29京都5）第5日 第3競走 ��1，800�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
1：51．3
1：50．9

重
不良

36 テイエムディラン 牡2黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 462＋ 81：52．7 36．4�
815 マイネルカイノン 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 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：52．91� 6．5�

（独）

59 クリノカポネ 牡2鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460± 01：53．21� 20．6�

35 ヤマカツケンザン 牡2鹿 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 528－ 21：53．3� 3．2�
713 ワンダーハスラット 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 484＋ 21：53．51� 35．2�
48 マ ン ナ ム 牡2鹿 55 幸 英明永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 494＋ 41：53．81� 2．5	
24 ルクスムンディー 牡2鹿 55 岩田 康誠前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 502± 01：53．9� 22．6

11 ロイヤルパールス 牡2鹿 55 高倉 稜ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B500＋ 4 〃 クビ 24．7�
12 スズカビレッジ 牡2栗 55 国分 恭介永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 438－ 41：54．0クビ 91．6�
23 ブルベアブロッコリ 牡2黒鹿55 秋山真一郎 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 472＋ 21：55．06 15．9
611 ブ ラ ス ト 牡2芦 55 松山 弘平槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542＋ 21：55．1� 60．5�
47 ク レ マ チ ス 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 390± 01：55．52� 139．5�

714 アサケルビー 牝2鹿 54
51 ▲三津谷隼人大橋 堯氏 目野 哲也 新冠 ムラカミファーム 478－ 8 〃 アタマ 47．7�

612 トーヨーキング 牡2鹿 55 和田 竜二中嶋 宏氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 502＋ 41：56．67 29．4�
816 ヴィヴィアナガール 牝2芦 54 酒井 学�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 490－ 61：58．09 155．5�
510 モテモテホマックス 牡2栗 55 太宰 啓介 �スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 444－101：58．53 316．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，272，400円 複勝： 34，351，800円 枠連： 11，006，900円
馬連： 43，335，700円 馬単： 22，071，300円 ワイド： 29，592，400円
3連複： 64，213，700円 3連単： 74，817，200円 計： 303，661，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，640円 複 勝 � 570円 � 240円 � 260円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 13，330円 馬 単 �� 34，060円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 8，770円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 66，510円 3 連 単 ��� 390，230円

票 数

単勝票数 計 242724 的中 � 5658（10番人気）
複勝票数 計 343518 的中 � 13480（7番人気）� 41586（3番人気）� 36532（4番人気）
枠連票数 計 110069 的中 （3－8） 10989（3番人気）
馬連票数 計 433357 的中 �� 2518（31番人気）
馬単票数 計 220713 的中 �� 486（69番人気）
ワイド票数 計 295924 的中 �� 2266（30番人気）�� 852（59番人気）�� 5964（11番人気）
3連複票数 計 642137 的中 ��� 724（130番人気）
3連単票数 計 748172 的中 ��� 139（750番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―13．0―12．1―12．7―13．0―12．5―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．8―48．9―1：01．6―1：14．6―1：27．1―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．1
1
3
・（1，4）16，5，15，6，10（8，11）12（7，14）（3，9）（2，13）・（1，5）（4，15）（8，10）（6，11）（12，16，9）14（7，2，13）－3

2
4

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

テイエムディラン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2017．7．1 中京12着

2015．3．11生 牡2黒鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィヴィアナガール号・モテモテホマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年12月18日まで平地競走に出走できない。
※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。

3005211月18日 雨 重 （29京都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

23 ライトオンキュー 牡2鹿 55 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498± 01：36．7 4．5�

712 ナ イ ス ド ゥ 牝2栗 54
52 △森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 426＋ 2 〃 クビ 9．2�

35 ドラグーンシチー 牡2鹿 55 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 486＋ 41：36．8クビ 3．6�
59 ミーティアトレイル 牡2芦 55 C．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：37．33 8．5�

（仏）

713 レインボーナンバー 牡2黒鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464＋10 〃 ハナ 10．3	
46 スマートアエロ 牝2青鹿54 浜中 俊大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 456－ 21：37．4� 11．4

815 フィールドドウサン 牡2黒鹿55 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 524－ 21：37．5� 19．3�
814 アイビリーブ 牡2鹿 55 松若 風馬古賀 和夫氏 森 秀行 浦河 高松牧場 448－ 41：37．7� 176．2�
58 アイファーアイドル 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 396＋ 21：38．23 234．9
34 タガノロッソ 牡2鹿 55 北村 友一八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋10 〃 アタマ 93．5�
47 ジツリキダッシュ 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼河合實貴男氏 佐藤 正雄 浦河 冨岡牧場 468－ 21：38．3� 385．1�
22 クリノアスコット 牝2黒鹿54 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 430－ 21：38．72� 22．9�
11 ア ス ピ シ ア 牝2芦 54 岩田 康誠服部 統祥氏 松田 国英 日高 チャンピオン

ズファーム 496－ 21：38．8クビ 7．4�
611 クリノカナロアオー 	2黒鹿55 幸 英明栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 464－ 21：39．54 235．1�
610 キープシークレット 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468＋141：39．6� 47．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，010，600円 複勝： 41，387，900円 枠連： 11，685，200円
馬連： 49，801，100円 馬単： 23，817，000円 ワイド： 33，554，200円
3連複： 70，503，200円 3連単： 80，163，800円 計： 337，923，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 210円 � 140円 枠 連（2－7） 960円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 740円 �� 320円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 15，100円

票 数

単勝票数 計 270106 的中 � 49708（2番人気）
複勝票数 計 413879 的中 � 58948（3番人気）� 42806（4番人気）� 88945（1番人気）
枠連票数 計 116852 的中 （2－7） 9344（3番人気）
馬連票数 計 498011 的中 �� 16640（9番人気）
馬単票数 計 238170 的中 �� 4289（15番人気）
ワイド票数 計 335542 的中 �� 10825（8番人気）�� 29817（1番人気）�� 14500（4番人気）
3連複票数 計 705032 的中 ��� 23904（3番人気）
3連単票数 計 801638 的中 ��� 3848（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．8―12．4―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―48．0―1：00．4―1：12．5―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライトオンキュー �
�
父 Shamardal �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2017．11．5 京都3着

2015．4．22生 牡2鹿 母 グレイトタイミング 母母 Rumors Are Flying 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ナイスドゥ号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※クリノカナロアオー号・ライトオンキュー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3005311月18日 曇 重 （29京都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

68 サトノワルキューレ 牝2鹿 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 462 ―1：52．1 1．8�
11 メイショウゴウリキ 牡2黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 470 ― 〃 アタマ 22．9�
812 エルカラファテ 牝2鹿 54 C．デムーロ 吉田 照哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 448 ―1：52．63 4．8�

（仏）

711 ザクライングマシン 牡2栗 55 藤岡 佑介伊藤 信之氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486 ―1：52．7� 12．9�
69 レ イ デ マ ー 牡2黒鹿55 浜中 俊戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 478 ―1：52．8� 11．0�
57 ストームユニバンス 牡2栗 55 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 ハナ 34．4	
33 タマモフラッシュ 牡2黒鹿55 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458 ― 〃 ハナ 43．4

710 テイエムサンダー �2栗 55

53 △森 裕太朗竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 日高テイエム
牧場株式会社 442 ―1：53．43� 172．3�

22 ライブリテックス 牡2青鹿55 幸 英明加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 492 ―1：53．5� 70．3�
56 テイエムフィーバ 牡2栗 55 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム

牧場株式会社 472 ―1：53．71 106．3
45 ジツリキナカヤマ 牝2黒鹿54 松若 風馬河合實貴男氏 服部 利之 浦河 冨岡牧場 446 ―1：53．91� 149．8�
44 シゲルナスビ 牝2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 福岡 駿弥 438 ―1：54．0クビ 231．7�
813 アドマイヤビート 牝2鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464 ― （競走中止） 7．5�

（アドマイヤティアラ）

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，789，700円 複勝： 32，707，600円 枠連： 12，813，000円
馬連： 38，080，500円 馬単： 25，945，500円 ワイド： 26，608，800円
3連複： 50，529，300円 3連単： 82，965，700円 計： 297，440，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 160円 枠 連（1－6） 1，920円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 590円 �� 200円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 10，210円

票 数

単勝票数 計 277897 的中 � 127032（1番人気）
複勝票数 計 327076 的中 � 106677（1番人気）� 20182（6番人気）� 49902（3番人気）
枠連票数 計 128130 的中 （1－6） 5170（7番人気）
馬連票数 計 380805 的中 �� 17221（6番人気）
馬単票数 計 259455 的中 �� 8636（7番人気）
ワイド票数 計 266088 的中 �� 10539（6番人気）�� 41135（1番人気）�� 5161（16番人気）
3連複票数 計 505293 的中 ��� 16443（7番人気）
3連単票数 計 829657 的中 ��� 5886（25番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．4―13．3―13．7―12．8―12．0―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．8―50．1―1：03．8―1：16．6―1：28．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノワルキューレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roi Normand 初出走

2015．2．2生 牝2鹿 母 ヒアトゥウィン 母母 Ascot Belle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 アドマイヤビート号は，3コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ザクライングマシン号の騎手藤岡佑介は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成29年11月25日から平成29年12月

3日まで騎乗停止。（被害馬：13番・12番・6番）
〔その他〕 ザクライングマシン号は，3コーナーで外側に逃避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を表示している。

3005411月18日 曇 重 （29京都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 （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
1：08．0
1：07．8

良
良

46 グロリアフライト 牝2青鹿54 国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 424 ―1：11．5 4．9�
712 ロードラズライト �2青鹿55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444 ― 〃 クビ 3．2�
33 マイティスピリット 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436 ―1：11．71� 2．6�

（仏）

45 サンデンクレール 牝2黒鹿54 川須 栄彦山田 春枝氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 458 ―1：12．01	 19．9�
57 ヒロノオウカン 牡2青鹿55 幸 英明小野 博郷氏 服部 利之 清水 小野瀬 竜馬 428 ―1：12．1
 100．8	
69 エ ピ 牝2鹿 54 和田 竜二 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 榊原 敏明 446 ― 〃 クビ 19．0

814 スイートベイ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介楠元 貴司氏 今野 貞一 新ひだか タガミファーム 428 ―1：12．2クビ 9．5�
813 アイアンナッツ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 408 ―1：12．41� 205．3�
58 アーバンベスト 牝2鹿 54 柴田 未崎中島 俊房氏 西橋 豊治 新ひだか 静内山田牧場 402 ―1：12．82
 310．5
711 ワンダーアグリコラ 牝2黒鹿54 小牧 太山本 信行氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 442 ― 〃 アタマ 60．2�
610 キクノグロウ 牝2黒鹿54 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 418 ― 〃 クビ 61．9�
11 モリノマリン 牝2鹿 54 秋山真一郎森 和久氏 浜田多実雄 新ひだか 有限会社石川牧場 442 ―1：13．0	 35．2�
22 アチェンティ 牝2鹿 54 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 460 ―1：13．42
 50．2�
34 ブルベアゴーヤ 牝2鹿 54 太宰 啓介 �ブルアンドベア 服部 利之 日高 出口牧場 386 ―1：13．61
 134．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，785，700円 複勝： 26，722，100円 枠連： 10，741，300円
馬連： 41，217，800円 馬単： 23，226，200円 ワイド： 25，144，600円
3連複： 50，597，600円 3連単： 68，910，200円 計： 273，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 120円 � 130円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 300円 �� 270円 �� 220円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 267857 的中 � 44704（3番人気）
複勝票数 計 267221 的中 � 47082（3番人気）� 58395（1番人気）� 55613（2番人気）
枠連票数 計 107413 的中 （4－7） 13729（3番人気）
馬連票数 計 412178 的中 �� 43043（2番人気）
馬単票数 計 232262 的中 �� 9789（6番人気）
ワイド票数 計 251446 的中 �� 20207（3番人気）�� 23036（2番人気）�� 30673（1番人気）
3連複票数 計 505976 的中 ��� 60880（1番人気）
3連単票数 計 689102 的中 ��� 11275（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．5―36．4―48．1―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 ・（6，7）12（5，9）14（8，13）3（4，10）（2，11）－1 4 ・（6，7）12（5，9）（14，13）3，8，10（4，11）－（2，1）

勝馬の
紹 介

グロリアフライト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．2．27生 牝2青鹿 母 エスフライト 母母 ノースフライト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ロードラズライト号の騎手岩田康誠は，第5競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
※キクノグロウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3005511月18日 曇 重 （29京都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

510 ドライバーズハイ 牡4鹿 57 M．デムーロ藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 454＋ 61：49．8 3．2�
11 タスクフォース 牡3鹿 55 浜中 俊窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B552＋181：49．9� 12．1�
714 マイネルブロッケン 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 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B436＋ 6 〃 アタマ 9．9�

（独）

12 ベディヴィア 牡3栗 55 北村 友一 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 464＋ 41：50．11	 99．2�
47 スズカブルグ 牡3栗 55

53 △森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 506＋141：50．31� 31．7	
713 サンマルエンパイア 牡3鹿 55 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 464－ 21：50．51	 65．7

23 ネクストムーブ 牡4栗 57 川田 将雅林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 520＋22 〃 クビ 18．4�
816
 ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 藤岡 康太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 524－ 41：50．71 259．7�
36 エフハリスト 牡4青鹿57 和田 竜二吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 466± 01：51．01� 12．9�
815 シュンノカミ 牡3青鹿55 松若 風馬石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 504± 01：51．21	 74．1�
24 ムイトオブリガード 牡3鹿 55 四位 洋文市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：51．51� 2．9�
612 エールブリリアンツ 牡3芦 55 松山 弘平佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 496－ 61：51．81� 40．5�
48 ラインフィール 牡4栗 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B502± 01：52．01� 10．4�
59 � ラ ロ ー デ 牝3鹿 53

52 ☆荻野 極飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,
Shizunai 482± 01：52．21	 54．3�

611 ジ ェ ニ シ ス 牡3鹿 55 C．デムーロ �Gリビエール・
レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B526＋141：52．3クビ 14．9�

（仏）

35 テイケイレーヴ 牝4鹿 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 洞湖 レイクヴィラファーム 518－ 21：53．57 153．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，706，200円 複勝： 45，209，400円 枠連： 13，966，900円
馬連： 61，269，500円 馬単： 29，347，000円 ワイド： 39，322，400円
3連複： 79，788，900円 3連単： 97，581，200円 計： 396，191，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 290円 � 220円 枠 連（1－5） 2，020円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 700円 �� 490円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 21，160円

票 数

単勝票数 計 297062 的中 � 72681（2番人気）
複勝票数 計 452094 的中 � 107586（1番人気）� 32427（5番人気）� 49714（3番人気）
枠連票数 計 139669 的中 （1－5） 5336（10番人気）
馬連票数 計 612695 的中 �� 21464（9番人気）
馬単票数 計 293470 的中 �� 6585（9番人気）
ワイド票数 計 393224 的中 �� 14456（7番人気）�� 21889（3番人気）�� 7114（15番人気）
3連複票数 計 797889 的中 ��� 12645（12番人気）
3連単票数 計 975812 的中 ��� 3343（45番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．1―12．2―12．4―12．0―12．3―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．7―47．9―1：00．3―1：12．3―1：24．6―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドライバーズハイ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．17 京都1着

2013．4．7生 牡4鹿 母 ポ レ モ ス 母母 クリスマスウィーク 13戦3勝 賞金 33，300，000円
〔騎手変更〕 タスクフォース号の騎手岩田康誠は，第5競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 ラインフィール号の調教師松永昌博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 ウォーターミリオン号・オースミメテオール号・キングジュエリー号・ナムラシンウチ号
※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。

3005611月18日 曇 重 （29京都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

44 ト リ オ ン フ �3黒鹿55 C．デムーロ �KTレーシング 須貝 尚介 洞	湖 レイクヴィラファーム 534± 02：02．8 4．2�
（仏）

11 エアウィンザー 牡3黒鹿55 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496＋ 42：03．43
 1．7�
33 エルリストン �4黒鹿57 北村 友一�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 470－ 42：03．61� 13．7�
89 スズカヴァンガード �6栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 488± 0 〃 クビ 61．0�
810 マイネルアトゥー 牡4青鹿57 A．アッゼニ �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 454± 02：03．81� 14．0�
（英）

78 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 和田 竜二 	社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 5．8

22 タガノアシュラ 牡3黒鹿55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520－ 22：04．01� 28．6�
66 ピッツバーグ �4鹿 57 池添 謙一�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 508＋122：04．1
 19．4�
55 トライブキング 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 450＋20 〃 ハナ 37．3
77 アグネスミニッツ 牡6栗 57

56 ☆岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512＋ 62：06．1大差 129．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，182，300円 複勝： 54，512，800円 枠連： 10，642，400円
馬連： 60，808，000円 馬単： 36，899，000円 ワイド： 37，307，700円
3連複： 76，413，700円 3連単： 158，551，400円 計： 468，317，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 260円 枠 連（1－4） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 150円 �� 650円 �� 430円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 331823 的中 � 62882（2番人気）
複勝票数 計 545128 的中 � 80258（2番人気）� 281334（1番人気）� 22936（5番人気）
枠連票数 計 106424 的中 （1－4） 29371（1番人気）
馬連票数 計 608080 的中 �� 155556（1番人気）
馬単票数 計 368990 的中 �� 37215（3番人気）
ワイド票数 計 373077 的中 �� 82194（1番人気）�� 11676（8番人気）�� 18986（5番人気）
3連複票数 計 764137 的中 ��� 61702（3番人気）
3連単票数 計1585514 的中 ��� 26748（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―12．9―12．4―12．9―12．5―11．4―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．8―50．7―1：03．1―1：16．0―1：28．5―1：39．9―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3
1
3
6，7，4（2，5）（1，8）9，10－3・（6，7）4（2，1，5）8（9，10）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト リ オ ン フ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．17 函館1着

2014．4．21生 �3黒鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 10戦3勝 賞金 44，781，000円
※ピッツバーグ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3005711月18日 曇 重 （29京都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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：51．3
1：50．9

重
不良

34 ビッグスモーキー 牡2鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 534＋ 21：51．0レコード 7．2�
712 サージュミノル 牡2黒鹿55 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 61：51．1� 35．1�
22 サクラアリュール 牡2栗 55 松山 弘平�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 462＋101：51．31� 50．4�
610 コマビショウ 牡2黒鹿55 和田 竜二小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502± 0 〃 クビ 2．7�
58 オ ノ リ ス 牡2黒鹿55 小牧 太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492－ 21：51．51 13．7	
69 キーフラッシュ 牡2栗 55 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 470± 01：52．03 36．0

33 ライジングドラゴン 牡2芦 55 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 438－ 21：52．1� 2．4�
45 スーサンドン 牡2鹿 55 川島 信二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 480± 01：52．2	 25．7�
57 ブルベアジネンジョ 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B448＋ 21：52．3クビ 101．8
11 マ リ オ 牡2鹿 55 古川 吉洋サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 484－ 2 〃 ハナ 15．6�
711 ユイノシンドバッド 牡2青鹿55 A．アッゼニ 由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 492－ 21：52．4� 72．0�

（英）

46 ヒロシゲゴールド 牡2青鹿55 幸 英明西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 462－ 61：54．4大差 119．1�
813 ガウラミディ 牝2栗 54 松若 風馬村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496＋ 81：55．67 231．3�

（13頭）
814 メイショウワザシ 牡2栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 532＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，810，200円 複勝： 56，674，500円 枠連： 22，725，100円
馬連： 77，366，500円 馬単： 33，593，000円 ワイド： 40，965，800円
3連複： 77，104，200円 3連単： 100，800，600円 計： 456，039，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 760円 � 890円 枠 連（3－7） 2，380円

馬 連 �� 8，270円 馬 単 �� 17，890円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 1，940円 �� 9，180円

3 連 複 ��� 63，890円 3 連 単 ��� 327，710円

票 数

単勝票数 差引計 468102（返還計 60313） 的中 � 54325（3番人気）
複勝票数 差引計 566745（返還計 83612） 的中 � 96897（3番人気）� 17031（8番人気）� 14273（9番人気）
枠連票数 差引計 227251（返還計 732） 的中 （3－7） 7377（10番人気）
馬連票数 差引計 773665（返還計270668） 的中 �� 7245（22番人気）
馬単票数 差引計 335930（返還計116845） 的中 �� 1408（45番人気）
ワイド票数 差引計 409658（返還計128648） 的中 �� 4029（25番人気）�� 5510（19番人気）�� 1132（56番人気）
3連複票数 差引計 771042（返還計462448） 的中 ��� 905（112番人気）
3連単票数 差引計1008006（返還計657293） 的中 ��� 223（590番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―12．7―12．9―13．0―12．5―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．3―36．0―48．9―1：01．9―1：14．4―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3
12－9，5（4，11）6（2，13）（3，10）1，7，8・（12，9）5（4，11）2（3，6，13，10）（7，1）8

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

勝馬の
紹 介

ビッグスモーキー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2017．8．13 新潟2着

2015．2．24生 牡2鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 4戦2勝 賞金 20，094，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
〔競走除外〕 メイショウワザシ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻16分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウワザシ号は，平成29年11月19日から平成29年12月18日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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。

3005811月18日 曇 重 （29京都5）第5日 第10競走 ��
��2，000�

しゅうがくいん

修学院ステークス
発走15時05分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．11．19以降29．11．12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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

22 ストレンジクォーク 牡5鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：02．0 27．1�
810 ヴァナヘイム 牡3黒鹿54 C．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 2．0�

（仏）

44 ハナズレジェンド 牡4栗 56 A．アッゼニ 広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 466＋ 62：02．1クビ 3．5�
（英）

33 プロフェット 牡4鹿 57．5 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：02．2� 6．0�
11 ジャズファンク 牡5鹿 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 15．3	
79 � エリモジパング 牡7青鹿53 荻野 極山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 468± 02：02．3クビ 51．0

66 フロリダパンサー 牡6青鹿53 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋14 〃 クビ 38．3�
55 デンコウリキ 牡7黒鹿54 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 522＋ 22：02．51	 31．8�
811 ドレッドノータス 
4栗 57 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 458－ 42：02．6クビ 14．3
78 コウエイワンマン 牡6黒鹿54 四位 洋文釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532± 02：02．7� 16．8�
67 ショウナンバーキン 牝7青 51 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 496＋122：02．91	 99．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，949，900円 複勝： 60，470，600円 枠連： 21，124，800円
馬連： 113，850，300円 馬単： 55，632，400円 ワイド： 60，923，900円
3連複： 144，081，500円 3連単： 244，756，200円 計： 751，789，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 390円 � 120円 � 140円 枠 連（2－8） 2，350円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 850円 �� 980円 �� 190円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 27，960円

票 数

単勝票数 計 509499 的中 � 14996（7番人気）
複勝票数 計 604706 的中 � 24135（7番人気）� 175520（1番人気）� 121328（2番人気）
枠連票数 計 211248 的中 （2－8） 6959（9番人気）
馬連票数 計1138503 的中 �� 30882（10番人気）
馬単票数 計 556324 的中 �� 4400（30番人気）
ワイド票数 計 609239 的中 �� 15829（10番人気）�� 13612（12番人気）�� 103600（1番人気）
3連複票数 計1440815 的中 ��� 49574（5番人気）
3連単票数 計2447562 的中 ��� 6346（86番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．3―12．6―12．7―12．9―11．9―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―37．0―49．6―1：02．3―1：15．2―1：27．1―1：38．6―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9
1
3
6，7，2，9，11（3，5）10，4－1－8・（6，7）11（2，9）（3，10）（5，4）8，1

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

勝馬の
紹 介

ストレンジクォーク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．9．14 新潟6着

2012．5．2生 牡5鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 20戦5勝 賞金 98，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時15分に変更。
※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。



3005911月18日 曇 重 （29京都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，28．11．19以降29．11．12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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

58 ブラックバゴ 牡5黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516－ 42：01．4 12．2�
815� ストロングタイタン 牡4鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 524＋ 82：01．61� 2．4�
35 メドウラーク 牡6鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 アタマ 28．3�
712 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 藤岡 康太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 468－ 22：01．7	 97．2�
610 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 442＋122：01．8
 8．7	
611 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿52 幸 英明 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 474－ 4 〃 クビ 18．0�
59 レッドソロモン 牡5鹿 56 A．シュタルケ 
東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B490＋ 6 〃 アタマ 22．3�

（独）

713 グァンチャーレ 牡5青鹿55 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 478＋ 22：01．9クビ 8．0
22 スズカルパン 牡8鹿 52 松若 風馬永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470－ 2 〃 アタマ 31．9�
47 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿55 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 528＋102：02．11� 5．9�
34 ハローユニコーン 牝3鹿 51 荻野 極 
CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 450± 0 〃 ハナ 73．0�
11 ウインフルブルーム 牡6栗 57 和田 竜二
ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 526＋ 12：02．2クビ 7．6�
46 フェイマスエンド 牡6栗 54 松山 弘平 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 492＋102：02．3	 87．2�
23 シ ェ ル ビ ー 牡8栗 53 C．デムーロ 杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 524－ 22：03．04 164．1�

（仏）

814 マテンロウボス 牡6黒鹿54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B486＋ 22：06．7大差 101．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 97，719，500円 複勝： 142，165，000円 枠連： 63，837，200円
馬連： 310，905，400円 馬単： 123，783，000円 ワイド： 164，551，100円
3連複： 464，415，500円 3連単： 620，147，400円 計： 1，987，524，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 310円 � 140円 � 470円 枠 連（5－8） 920円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，860円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 9，170円 3 連 単 ��� 60，650円

票 数

単勝票数 計 977195 的中 � 64072（6番人気）
複勝票数 計1421650 的中 � 102821（6番人気）� 364726（1番人気）� 60857（10番人気）
枠連票数 計 638372 的中 （5－8） 53634（4番人気）
馬連票数 計3109054 的中 �� 147286（5番人気）
馬単票数 計1237830 的中 �� 22009（15番人気）
ワイド票数 計1645511 的中 �� 68696（4番人気）�� 14113（37番人気）�� 37384（11番人気）
3連複票数 計4644155 的中 ��� 37972（31番人気）
3連単票数 計6201474 的中 ��� 7413（193番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．4―12．5―12．7―12．0―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．0―48．4―1：00．9―1：13．6―1：25．6―1：37．3―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8
1
3
1，6，7（2，13）（3，15）（4，12）14（5，11）8（9，10）
1，6（2，7）（13，11）3（15，14）9（4，12，8）（5，10）

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

勝馬の
紹 介

ブラックバゴ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2014．9．14 新潟2着

2012．3．8生 牡5黒鹿 母 ステイウィズユー 母母 アイアンレディ 18戦4勝 賞金 104，680，000円
〔騎手変更〕 ブラックバゴ号の騎手岩田康誠は，第5競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
〔その他〕 マテンロウボス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

3006011月18日 曇 重 （29京都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

55 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 54
53 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：23．3 12．5�

22 サプルマインド 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 3．0�
67 キッズライトオン 牡5栗 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：23．51� 22．3�
66 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 21：23．6	 13．2�
（独）

810 ビットレート 牝5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＋141：23．7	 3．9	
（英）

811 カトルラポール 牝4鹿 55
53 △森 裕太朗石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 468－101：23．8	 89．1


11 キアロスクーロ 
4黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494＋ 2 〃 ハナ 4．2�
78 ナムラアッパー 牡6鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 424＋ 2 〃 クビ 22．1�
33 ド ゥ ー カ 牡4栗 57 藤岡 佑介 カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 506＋20 〃 アタマ 10．0�
44 フェルトベルク 牝3鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 422－ 41：24．01� 13．2�
79 ゼンノコリオリ 牡7鹿 57 高田 潤大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 482＋10 〃 アタマ 105．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，326，900円 複勝： 68，889，300円 枠連： 27，295，100円
馬連： 138，140，200円 馬単： 64，868，700円 ワイド： 79，311，400円
3連複： 172，135，700円 3連単： 298，720，400円 計： 907，687，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 400円 � 150円 � 440円 枠 連（2－5） 2，770円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 3，770円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 16，320円 3 連 単 ��� 85，230円

票 数

単勝票数 計 583269 的中 � 37304（5番人気）
複勝票数 計 688893 的中 � 36960（8番人気）� 168366（1番人気）� 32566（9番人気）
枠連票数 計 272951 的中 （2－5） 7616（15番人気）
馬連票数 計1381402 的中 �� 54525（6番人気）
馬単票数 計 648687 的中 �� 10343（19番人気）
ワイド票数 計 793114 的中 �� 27860（6番人気）�� 5221（36番人気）�� 13141（21番人気）
3連複票数 計1721357 的中 ��� 7908（58番人気）
3連単票数 計2987204 的中 ��� 2541（293番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―36．7―48．7―1：00．2―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．6
3 ・（5，10）－（1，4，11）（2，9）（6，7）（8，3） 4 ・（5，10）11（1，4）（2，9）（6，7）（8，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ル カ プ リ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2016．7．3 中京4着

2014．5．1生 牝3鹿 母 ボ ラ ン ス 母母 エクソセット 14戦3勝 賞金 32，900，000円
〔騎手変更〕 ベルカプリ号の騎手岩田康誠は，第5競走での落馬負傷のため荻野極に変更。
※カトルラポール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



（29京都5）第5日 11月18日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重
重

競走回数 12回 出走頭数 162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
厩務員出走奨励金

218，370，000円
15，180，000円
22，980，000円
1，220，000円
24，100，000円
68，548，000円
4，186，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
461，684，500円
618，515，600円
224，958，700円
1，008，927，400円
478，099，500円
587，554，700円
1，355，739，500円
1，960，812，500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 6，696，292，400円

総入場人員 13，382名 （有料入場人員 12，388名）
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