
3006111月19日 晴 重 （29京都5）第6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）
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

814 スカイルーク 牡2鹿 55 M．デムーロ菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 466＋ 61：26．4 1．7�
813 メイショウバイタル 牡2青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 500－ 41：26．82� 3．7�
711 ミッキーマラン 牡2芦 55 国分 恭介三木 久史氏 中村 均 浦河 宮内牧場 468＋ 21：27．22� 15．1�
34 ラ ヴ シ ー フ 牡2青 55 和田 竜二門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：27．3クビ 23．5�
33 シミズミナト 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田 猛 484＋ 41：27．93� 167．8�
58 ワイルドアクター 牡2鹿 55 岡田 祥嗣小川 勲氏 作田 誠二 むかわ 上水牧場 430－ 21：28．0� 57．0�
57 ダイチョウセブン 牡2青鹿55 藤岡 佑介長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 B450± 01：28．1� 61．5	
45 ブルベアハーブ 牡2鹿 55 福永 祐一 
ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 478＋10 〃 クビ 10．6�
22 エイシンヘラクレス 牡2黒鹿55 酒井 学
栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 482＋101：29．27 63．5�
46 フライトレーダー 牡2鹿 55 高倉 稜 コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 512＋ 21：29．83� 135．1�
69 カシノアイガー 牡2青鹿55 太宰 啓介柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 富菜牧場 462＋10 〃 クビ 144．7�
712 サンフレデリック 牡2鹿 55 古川 吉洋 
加藤ステーブル 的場 均 浦河 冨岡牧場 460－ 41：30．33 91．3�
610 アポロロッキー 牡2栗 55 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 青森 諏訪牧場 532＋12 （競走中止） 14．3�

（13頭）
11 	 カ ミ ノ コ 牡2青鹿55 岩田 康誠門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 464＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，501，200円 複勝： 23，865，100円 枠連： 8，161，300円
馬連： 25，988，200円 馬単： 14，951，100円 ワイド： 19，075，900円
3連複： 27，421，400円 3連単： 38，658，000円 計： 177，622，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（8－8） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 140円 �� 310円 �� 370円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，340円

票 数

単勝票数 差引計 195012（返還計 51388） 的中 � 93017（1番人気）
複勝票数 差引計 238651（返還計 57207） 的中 � 87898（1番人気）� 50731（2番人気）� 22344（3番人気）
枠連票数 差引計 81613（返還計 44588） 的中 （8－8） 21013（1番人気）
馬連票数 差引計 259882（返還計172247） 的中 �� 67960（1番人気）
馬単票数 差引計 149511（返還計 94568） 的中 �� 23439（1番人気）
ワイド票数 差引計 190759（返還計 97676） 的中 �� 44252（1番人気）�� 13084（3番人気）�� 10790（7番人気）
3連複票数 差引計 274214（返還計344985） 的中 ��� 25360（3番人気）
3連単票数 差引計 386580（返還計526817） 的中 ��� 11929（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．6―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．5―49．1―1：01．3―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイルーク �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2017．7．8 中京6着

2015．3．29生 牡2鹿 母 ジュエルシャネル 母母 クリスタルジュエル 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔競走除外〕 カミノコ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔発走状況〕 アポロロッキー号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 アポロロッキー号は，発走後に急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アポロロッキー号は，平成29年11月20日から平成29年12月19日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

3006211月19日 晴 重 （29京都5）第6日 第2競走 ��1，800�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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

24 ト キ ノ オ ー 牡2黒鹿55 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 506＋ 61：53．9 27．6�
11 マースゴールド 牡2栗 55 A．シュタルケキャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 462－ 41：54．22 8．7�

（独）

35 オウケンキング 牡2青鹿55 C．ルメール 福井 明氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 506－ 41：54．41 2．6�
816 テイエムギフテッド 牡2黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 456－ 21：54．71� 24．5�
12 イ ア ハ ー ト 牝2栗 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438＋ 2 〃 クビ 69．0�
47 ワークアンドラブ 牡2栗 55 福永 祐一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 472＋ 6 〃 同着 4．1	
59 サンライズコロン 牡2栗 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 472± 01：54．8クビ 4．9

612 ピエナシニスター 牝2栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 21：54．9� 191．5�
510 マ グ マ �2鹿 55 A．アッゼニ 石川 達絵氏 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 472－ 81：55．11 33．6�

（英）

611 ヴィンテージパール 牝2鹿 54 幸 英明ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430－ 21：55．31� 22．6�

714 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 55 岩田 康誠冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 460－ 21：55．4� 28．9�
36 テイエムウルトラ 牡2青鹿55 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 村上 雅規 446＋ 21：56．03� 556．8�
48 ガ ブ リ ヨ リ 牡2栗 55

53 △森 裕太朗中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 498± 0 〃 ハナ 86．8�
713 アンチェイン 牡2黒鹿55 和田 竜二金子真人ホール

ディングス 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 480＋141：56．95 40．6�
23 クリノヒビキ 牡2栗 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 B480＋ 4 〃 ハナ 97．2�
815 コパノルーリー 牝2栗 54 藤岡 康太小林 祐介氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 440＋ 81：58．6大差 637．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，551，000円 複勝： 40，607，600円 枠連： 11，889，200円
馬連： 51，812，000円 馬単： 26，188，100円 ワイド： 33，843，400円
3連複： 71，756，000円 3連単： 89，011，000円 計： 354，658，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 590円 � 270円 � 160円 枠 連（1－2） 6，350円

馬 連 �� 10，050円 馬 単 �� 21，750円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 1，150円 �� 600円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 65，780円

票 数

単勝票数 計 295510 的中 � 9061（7番人気）
複勝票数 計 406076 的中 � 14120（8番人気）� 37195（5番人気）� 83113（1番人気）
枠連票数 計 118892 的中 （1－2） 1451（22番人気）
馬連票数 計 518120 的中 �� 3993（28番人気）
馬単票数 計 261881 的中 �� 903（58番人気）
ワイド票数 計 338434 的中 �� 3225（27番人気）�� 7518（13番人気）�� 15396（4番人気）
3連複票数 計 717560 的中 ��� 8125（20番人気）
3連単票数 計 890110 的中 ��� 981（185番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．6―12．4―13．2―13．0―13．1―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．5―48．9―1：02．1―1：15．1―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト キ ノ オ ー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．22 京都9着

2015．3．8生 牡2黒鹿 母 セキサンキセキ 母母 セキサンシラオキ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時35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。

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６日



3006311月19日 晴 重 （29京都5）第6日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：59．8
1：59．8

良
良

33 ゴールドフラッグ 牡2黒鹿55 M．デムーロ 合同会社小林英一ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B498＋ 82：04．5 3．4�
66 ストーミーバローズ 牡2栗 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464± 02：04．6� 1．5�
67 ウインエスキース 牝2栗 54 C．デムーロ�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 440－ 62：04．7クビ 9．2�

（仏）

79 ブルベアトリュフ 牡2鹿 55 太宰 啓介 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 448＋ 8 〃 クビ 35．8�
44 エ イ コ ー ン 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 444＋ 22：05．23 146．6�
811 マディソンスクエア 牡2鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 474＋ 42：05．62	 13．8	
55 サウンドスター 牡2黒鹿55 A．アッゼニ 増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 460－ 42：05．7クビ 188．8


（英）

810 ダンツカホウ 牝2黒鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 494± 02：06．12	 38．2�
22 イズジョーブラック 牡2鹿 55 国分 優作泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 加野牧場 512＋ 82：07．59 260．7�
78 ファステンバーグ 牝2青鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436± 0 〃 クビ 249．0
11 ノ ー ウ ォ ー 
2黒鹿 55

53 △森 裕太朗岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 464＋ 4 （競走中止） 28．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，303，000円 複勝： 80，379，800円 枠連： 11，029，600円
馬連： 40，972，400円 馬単： 32，397，400円 ワイド： 25，221，000円
3連複： 56，221，800円 3連単： 133，664，600円 計： 409，189，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（3－6） 170円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 140円 �� 280円 �� 210円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 293030 的中 � 71995（2番人気）
複勝票数 計 803798 的中 � 86590（2番人気）� 593293（1番人気）� 35295（4番人気）
枠連票数 計 110296 的中 （3－6） 49226（1番人気）
馬連票数 計 409724 的中 �� 165690（1番人気）
馬単票数 計 323974 的中 �� 40815（2番人気）
ワイド票数 計 252210 的中 �� 60265（1番人気）�� 17993（4番人気）�� 27695（2番人気）
3連複票数 計 562218 的中 ��� 111235（1番人気）
3連単票数 計1336646 的中 ��� 52039（4番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．0―13．1―12．8―12．3―12．3―12．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―37．9―51．0―1：03．8―1：16．1―1：28．4―1：40．7―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドフラッグ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．7．16 函館4着

2015．4．10生 牡2黒鹿 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 5戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ノーウォー号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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。

3006411月19日 晴 重 （29京都5）第6日 第4競走 ��1，200�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
1：08．0
1：07．8

良
良

35 ヤマニンルネッタ 牝2鹿 54 岡田 祥嗣土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426－ 21：10．8 5．6�

12 ク ッ カ 牝2栗 54
52 △森 裕太朗飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 452＋ 4 〃 クビ 36．8�

11 トウカイオルデン 牡2鹿 55 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 472－101：11．01 5．2�
815 イランカラプテ 牝2栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 416－ 61：11．1� 8．1�
23 アウトバーン 牡2鹿 55 国分 優作中島 俊房氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 466± 01：11．2� 25．0�
48 ヴ ェ ッ セ ル 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 420± 01：11．51� 51．2


24 ケイココサージュ 牝2芦 54 岩田 康誠 	コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 444＋ 21：11．71� 4．7�
36 ケアリアポンド 牝2栗 54 国分 恭介守内ひろ子氏 大根田裕之 日高 新生ファーム 444－ 21：11．91 18．8�
611 オープンキッチン 牝2黒鹿54 古川 吉洋長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 406－121：12．0� 341．2
713 ミヤジサクラコ 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 456＋ 2 〃 ハナ 3．4�
612 メイショウエンゼル 牝2鹿 54 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 476－ 4 〃 ハナ 62．1�
816 モンテガナール 牡2鹿 55 藤岡 康太�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478－ 41：12．42� 120．0�
817 ストリングス 牡2栗 55 柴田 未崎 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム 410－ 21：12．5� 701．0�
714 ハッピーリフレイン 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 新井牧場 418＋ 4 〃 ハナ 216．4�
47 レディオブザレイク 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 オリエント牧場 446＋ 41：12．71 326．8�
59 ダイシンソルス 牡2黒鹿55 A．アッゼニ 大八木信行氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 460± 01：13．55 113．7�

（英）

510 ナイスジャスミン 牝2黒鹿54 太宰 啓介�和田牧場 和田 正道 浦河 上山牧場 448－ 41：13．71� 471．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 24，498，600円 複勝： 34，584，800円 枠連： 11，357，400円
馬連： 45，323，200円 馬単： 21，506，400円 ワイド： 29，511，700円
3連複： 61，170，700円 3連単： 77，851，800円 計： 305，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 700円 � 200円 枠 連（1－3） 1，220円

馬 連 �� 10，960円 馬 単 �� 16，970円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 640円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 17，630円 3 連 単 ��� 128，270円

票 数

単勝票数 計 244986 的中 � 36767（4番人気）
複勝票数 計 345848 的中 � 55516（3番人気）� 9848（8番人気）� 50091（4番人気）
枠連票数 計 113574 的中 （1－3） 7167（7番人気）
馬連票数 計 453232 的中 �� 3204（27番人気）
馬単票数 計 215064 的中 �� 950（44番人気）
ワイド票数 計 295117 的中 �� 2515（28番人気）�� 12713（8番人気）�� 2313（30番人気）
3連複票数 計 611707 的中 ��� 2602（51番人気）
3連単票数 計 778518 的中 ��� 440（321番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．5―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．4―47．1―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．4
3 3，5（2，13）（6，15）（4，17）1，7（8，12）－11，14，16－（10，9） 4 ・（3，5）（2，13）15（1，6）4（8，12，17）－11（14，7）16－（10，9）

勝馬の
紹 介

ヤマニンルネッタ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．7．22 中京3着

2015．4．1生 牝2鹿 母 ア ビ シ ー ナ 母母 Massomah 6戦1勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 ヴェッセル号の騎手三津谷隼人は，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。
※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。



3006511月19日 曇 稍重 （29京都5）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時20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
1：59．8
1：59．8

良
良

11 フ ラ ン ツ 牡2鹿 55 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448 ―2：07．8 1．5�
44 クリノアリエル 牝2青 54 川田 将雅栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 418 ―2：08．01� 3．6�
77 ア サ ナ ギ 牝2鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 登別 登別上水牧場 434 ―2：08．21� 100．4�
33 イ サ ミ ア シ 牡2鹿 55 岩田 康誠中西 功氏 牧田 和弥 新冠 中本牧場 448 ―2：08．3� 14．7�
66 リュヌルージュ 牝2鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 448 ― 〃 ハナ 7．0�
22 ヒロシゲセブン 牡2鹿 55 幸 英明西川 茂樹氏 北出 成人 日高 北田 剛 508 ―2：08．4� 17．9	
55 レッツゴーキティ 牡2鹿 55 柴田 未崎廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 450 ―2：09．35 40．3

88 スマートフレイ 牡2鹿 55 北村 友一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476 ―2：12．2大差 95．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，770，400円 複勝： 49，596，100円 枠連： 発売なし
馬連： 37，741，600円 馬単： 29，471，500円 ワイド： 19，209，800円
3連複： 38，971，600円 3連単： 130，267，100円 計： 338，028，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 830円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，430円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 8，260円

票 数

単勝票数 計 327704 的中 � 165101（1番人気）
複勝票数 計 495961 的中 � 339325（1番人気）� 60876（2番人気）� 3276（8番人気）
馬連票数 計 377416 的中 �� 131758（1番人気）
馬単票数 計 294715 的中 �� 68767（1番人気）
ワイド票数 計 192098 的中 �� 42860（1番人気）�� 2758（14番人気）�� 1650（19番人気）
3連複票数 計 389716 的中 ��� 7329（13番人気）
3連単票数 計1302671 的中 ��� 11432（25番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―13．5―13．7―13．8―13．7―13．4―12．6―11．3―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．8―38．3―52．0―1：05．8―1：19．5―1：32．9―1：45．5―1：56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F34．9
1
3
8，7，6，4，3，5（2，1）・（8，7）4（6，3，2）（5，1）

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ン ツ �

父 ディープインパクト �


母父 ブライアンズタイム 初出走

2015．2．5生 牡2鹿 母 ロ ベ ル タ 母母 グレースアドマイヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3006611月19日 晴 重 （29京都5）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時55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

611 ヌーディーカラー 牡2鹿 55 C．ルメール 吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 470 ―1：12．6 1．7�
47 ブライトエンパイア 牡2鹿 55 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440 ― 〃 クビ 14．2�
815 ハ ウ リ ン グ 牝2栗 54 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：13．45 20．8�
（英）

23 ダンツチョイス 牝2栗 54 和田 竜二山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 448 ―1：13．93 7．7�
510 カ ラ ン 牝2栗 54 C．デムーロ 吉田 和美氏 斉藤 崇史 浦河 絵笛牧場 486 ―1：14．0� 5．6�

（仏）

12 ナガラリバー 牝2栗 54 国分 優作長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 426 ―1：14．85 65．8�

714 パワーアッシュ 牡2栗 55 酒井 学	まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 456 ― 〃 クビ 95．0

612 アミスターミノル 牝2栗 54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：14．9クビ 19．9�
35 ブルベアオクラ 牝2鹿 54 松山 弘平 �ブルアンドベア 沖 芳夫 浦河 酒井牧場 440 ―1：15．22 233．4
816 パープルヒビキ 牡2栗 55 柴田 未崎中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 516 ―1：15．41� 348．9�
713 マッシヴコマンダー 牡2栗 55

52 ▲三津谷隼人小川 勲氏 大橋 勇樹 日高 木村牧場 514 ―1：15．72 276．1�
59 テーオージーニアス 牡2鹿 55 A．シュタルケ 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494 ―1：15．8� 20．0�

（独）

48 ツバキスマート 牝2鹿 54 松若 風馬	イクタ 作田 誠二 池田 高橋 正三 430 ―1：16．54 187．3�
36 メイショウパルサー 牡2黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 470 ― 〃 アタマ 50．8�
24 デルマブランデー 牝2鹿 54 国分 恭介浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：17．13� 53．2�
11 マサノミュージック 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 466 ―1：18．59 266．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，849，900円 複勝： 40，960，000円 枠連： 15，935，600円
馬連： 53，516，100円 馬単： 32，176，400円 ワイド： 35，427，700円
3連複： 71，285，300円 3連単： 102，143，000円 計： 392，294，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 320円 枠 連（4－6） 870円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 470円 �� 600円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 408499 的中 � 198249（1番人気）
複勝票数 計 409600 的中 � 167049（1番人気）� 29148（4番人気）� 21174（7番人気）
枠連票数 計 159356 的中 （4－6） 14091（3番人気）
馬連票数 計 535161 的中 �� 39133（3番人気）
馬単票数 計 321764 的中 �� 18284（4番人気）
ワイド票数 計 354277 的中 �� 20593（3番人気）�� 15356（6番人気）�� 3812（24番人気）
3連複票数 計 712853 的中 ��� 14330（10番人気）
3連単票数 計1021430 的中 ��� 6870（29番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．4―12．1―12．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．4―36．8―48．9―1：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．8
3 ・（4，11）12（7，14）13（3，15）（8，16）－（6，10）（2，9）－5，1 4 ・（4，11）（12，14）7，15（3，13）（8，16）10（6，2）9，5＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヌーディーカラー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2015．3．19生 牡2鹿 母 アドマイヤエバート 母母 ラスティックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサノミュージック号は，「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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 カネトシピュール号・キクノグロウ号・タイプツーエー号・ミニョンヌヴェリテ号・メイショウカギロイ号・

メリッサーニ号
※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。



3006711月19日 晴 稍重 （29京都5）第6日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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
2：22．6
2：22．1

良
良

23 ムーヴザワールド 牡3黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 522－ 42：26．5 2．2�
814 ア ン セ ム 牡3鹿 55 C．デムーロ 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 466－ 42：26．92� 11．0�
（仏）

712 ウインカートゥーン 牡4黒鹿57 A．シュタルケ�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 42：27．21� 44．3�
（独）

815 エーティーラッセン 牡3鹿 55 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 496＋ 22：27．41� 10．2�
46 ファスナハト 牡4青鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 548＋ 22：27．5� 40．3	
34 アグネスリバティ 牡4黒鹿57 和田 竜二上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋ 22：27．6� 10．0

59 ナリタプレジデント 牡3鹿 55 福永 祐一�オースミ 沖 芳夫 様似 清水 誠一 448＋ 82：27．7� 11．8�
11 マルカブリスク 牡4栗 57 R．ムーア 日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 444＋ 42：28．23 5．8�

（英）

22 	 スターペスカンタ 牡5鹿 57 竹之下智昭河野和香子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 506＋ 22：28．41� 421．7
713 メイショウグロッケ 牝3鹿 53 藤岡 康太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋102：28．5クビ 45．0�
47 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 B500＋ 42：29．03 73．4�
35 ブランニューカップ 牝3青鹿53 松山 弘平吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 446＋102：29．85 183．9�
611 メイショウタチマチ 牝4鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502＋ 42：30．11� 7．4�
610 シ シ オ ウ 牡3鹿 55 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 502＋142：30．95 50．2�
58 ミスディレクション 
3黒鹿 55

53 △森 裕太朗�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 22：32．7大差 86．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，383，200円 複勝： 53，551，000円 枠連： 18，158，400円
馬連： 77，695，700円 馬単： 37，180，200円 ワイド： 48，740，900円
3連複： 102，877，000円 3連単： 135，653，700円 計： 514，240，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 280円 � 750円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，930円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 40，190円

票 数

単勝票数 計 403832 的中 � 146109（1番人気）
複勝票数 計 535510 的中 � 134210（1番人気）� 45088（6番人気）� 13451（10番人気）
枠連票数 計 181584 的中 （2－8） 24335（1番人気）
馬連票数 計 776957 的中 �� 47945（5番人気）
馬単票数 計 371802 的中 �� 15960（5番人気）
ワイド票数 計 487409 的中 �� 25255（4番人気）�� 6320（24番人気）�� 2175（49番人気）
3連複票数 計1028770 的中 ��� 5586（49番人気）
3連単票数 計1356537 的中 ��� 2447（118番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―10．6―12．4―12．6―12．8―13．2―12．9―12．5―12．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―22．8―33．4―45．8―58．4―1：11．2―1：24．4―1：37．3―1：49．8―2：02．6―2：14．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
11－8＝10（13，15）4，7，6（1，9，12）2－（5，3）－14
11－8（10，15）（13，4，7）14（6，9，12）3（5，1，2）

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

勝馬の
紹 介

ムーヴザワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．9．25 阪神1着

2014．3．9生 牡3黒鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 6戦2勝 賞金 33，162，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスディレクション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月19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。

3006811月19日 晴 重 （29京都5）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （ダート・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
1：47．8
1：47．8

重
重

816 シ ロ ニ イ 牡3白 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510± 01：51．4 4．6�

47 ダノンロッソ 牡3青鹿55 C．デムーロ�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 クビ 7．0�
（仏）

714 バニーテール 牝3芦 53 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：51．61� 8．0�

36 	 ロードアルペジオ 牡4栗 57 C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 2 〃 ハナ 4．4�
23 テイエムチューハイ 牡3黒鹿55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B450－ 2 〃 アタマ 26．5�
11 ダンサクドゥーロ 牡3芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：51．81
 6．1	
611 リアルプロジェクト 牡5鹿 57 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B528＋ 41：52．0� 5．7

48 エヴォリューション 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 492＋ 21：52．1� 284．1�
612 フィールドセンス 牡3鹿 55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 528＋121：52．31 23．3�
12 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 478＋ 4 〃 クビ 27．2
59 テイエムジョウネツ 牝5黒鹿55 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 434－ 21：52．51� 113．1�
510 セイカエドミザカ 牡4栗 57 岩田 康誠久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 480＋ 21：52．71
 126．4�
24 ロバストミノル 牡4栗 57

55 △森 裕太朗吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 498± 01：52．8
 23．8�
35 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿53 高倉 稜佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 川 啓一 462－121：53．11� 67．5�
815 プティットクルール 牝3黒鹿 53

50 ▲三津谷隼人首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 440＋ 41：53．31
 91．7�
713 ミトノゴールド 牡5栗 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B490－ 21：53．61� 167．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，830，500円 複勝： 59，452，200円 枠連： 19，403，000円
馬連： 85，192，700円 馬単： 35，306，600円 ワイド： 53，044，800円
3連複： 115，605，000円 3連単： 134，645，700円 計： 540，480，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 260円 � 270円 枠 連（4－8） 1，780円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 910円 �� 810円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 24，040円

票 数

単勝票数 計 378305 的中 � 64829（2番人気）
複勝票数 計 594522 的中 � 104657（1番人気）� 55941（5番人気）� 52125（6番人気）
枠連票数 計 194030 的中 （4－8） 8437（10番人気）
馬連票数 計 851927 的中 �� 33708（9番人気）
馬単票数 計 353066 的中 �� 9637（8番人気）
ワイド票数 計 530448 的中 �� 15145（11番人気）�� 17123（9番人気）�� 9896（15番人気）
3連複票数 計1156050 的中 ��� 16571（17番人気）
3連単票数 計1346457 的中 ��� 4059（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．7―49．3―1：01．9―1：14．4―1：26．8―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
・（5，10，11）（1，3，4，14）7（6，16）8－（12，15）（2，13）＝9・（5，10，11）14（1，3，4）7（6，16）（8，13）（12，15）2－9

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

勝馬の
紹 介

シ ロ ニ イ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．4 小倉4着

2014．2．13生 牡3白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 11戦3勝 賞金 50，801，000円
〔発走状況〕 テイエムジョウネツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 エヴォリューション号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：5番）
※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。
（非当選馬） 1頭 オイルタウン号
※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。



3006911月19日 曇 稍重 （29京都5）第6日 第9競走 ��
��1，400�

し ゅ う め い ぎ く

秋 明 菊 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

77 シグナライズ 牝2鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 41：23．6 2．2�
55 ナ デ ィ ア 牝2鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406＋ 21：24．02� 9．1�
810 ミトノレインボー 牝2鹿 54 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 466－ 2 〃 クビ 30．2�
22 ヴ ァ イ ザ ー 牡2黒鹿55 R．ムーア �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 442＋12 〃 ハナ 6．9�

（英）

33 アトレヴィード 牝2鹿 54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 450＋141：24．21� 38．8	
（仏）

89 ロ ン ロ ネ オ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440± 01：24．3� 16．5


78 ナムラバンザイ 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 426－ 21：24．72� 111．4�
11 レッドシャーロット 牝2鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 448－ 61：24．91� 3．2�
66 マイネルエメ 牡2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 466＋161：25．43 80．9

（独）

44 	 デルマキセキ 牝2鹿 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie
Bloodstock 460＋ 41：25．61� 18．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，666，000円 複勝： 49，842，300円 枠連： 16，658，400円
馬連： 92，987，700円 馬単： 51，780，500円 ワイド： 47，710，900円
3連複： 115，135，200円 3連単： 227，191，200円 計： 655，972，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 210円 � 380円 枠 連（5－7） 910円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 380円 �� 980円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 17，210円

票 数

単勝票数 計 546660 的中 � 202026（1番人気）
複勝票数 計 498423 的中 � 159371（1番人気）� 52724（4番人気）� 22997（7番人気）
枠連票数 計 166584 的中 （5－7） 14185（4番人気）
馬連票数 計 929877 的中 �� 80521（3番人気）
馬単票数 計 517805 的中 �� 28524（4番人気）
ワイド票数 計 477109 的中 �� 36073（3番人気）�� 12107（11番人気）�� 5362（20番人気）
3連複票数 計1151352 的中 ��� 14221（22番人気）
3連単票数 計2271912 的中 ��� 9569（58番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．2―12．1―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．4―48．6―1：00．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シグナライズ �
�
父 Frankel �

�
母父 Shirocco デビュー 2017．8．26 新潟3着

2015．2．25生 牝2鹿 母 ワイルドココ 母母 Wild Side 4戦2勝 賞金 19，024，000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。

3007011月19日 晴 稍重 （29京都5）第6日 第10競走 ��1，800�
き ぬ が さ

衣 笠 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

11 アンドリエッテ 牝5鹿 55 田辺 裕信永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 468＋ 21：47．5 16．0�
610 アロマドゥルセ 牝3青鹿53 松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 424＋ 41：47．6� 8．3�
45 タンタグローリア 牝3鹿 53 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396－ 2 〃 ハナ 28．2�
813� レイホーロマンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420＋14 〃 クビ 26．9�
711 エッジースタイル 牝4栗 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 15．3	

（仏）

814 プリンセスルーラー 牝3黒鹿53 岩田 康誠大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 476－ 41：47．91	 78．4

69 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 446＋ 41：48．21	 144．2�
712 フロムマイハート 牝4栗 55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 4 〃 クビ 13．2�
（英）

58 エイシンティンクル 牝4芦 55 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 502± 01：48．62� 3．5
33 フローレスマジック 牝3鹿 53 M．デムーロ �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：48．7クビ 2．3�
22 エ マ ノ ン 牝4黒鹿55 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：48．91
 22．7�
46 ミッシングリンク 牝3栗 53 川田 将雅小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 506－ 81：49．32� 36．0�
34 レッドマジュール 牝5青鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456± 01：49．4クビ 20．8�
57 プリンセスアスク 牝6青鹿55 岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 472＋121：49．71	 81．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，570，000円 複勝： 89，749，000円 枠連： 38，237，300円
馬連： 169，109，200円 馬単： 74，815，500円 ワイド： 88，196，100円
3連複： 228，954，400円 3連単： 311，659，900円 計： 1，071，291，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 400円 � 280円 � 750円 枠 連（1－6） 7，150円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 13，180円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 5，160円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 45，020円 3 連 単 ��� 280，330円

票 数

単勝票数 計 705700 的中 � 35212（6番人気）
複勝票数 計 897490 的中 � 59338（6番人気）� 95036（3番人気）� 28220（10番人気）
枠連票数 計 382373 的中 （1－6） 4139（22番人気）
馬連票数 計1691092 的中 �� 20279（20番人気）
馬単票数 計 748155 的中 �� 4255（38番人気）
ワイド票数 計 881961 的中 �� 11871（20番人気）�� 4357（50番人気）�� 7398（31番人気）
3連複票数 計2289544 的中 ��� 3814（126番人気）
3連単票数 計3116599 的中 ��� 806（669番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．7―12．1―12．2―12．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―34．8―46．5―58．6―1：10．8―1：23．3―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンドリエッテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2014．12．7 阪神3着

2012．5．14生 牝5鹿 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope 23戦3勝 賞金 101，991，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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。

２レース目



3007111月19日 晴 稍重 （29京都5）第6日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，600�第34回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 103，000，000円 41，000，000円 26，000，000円 15，000，000円 10，300，000円
付 加 賞 3，906，000円 1，116，000円 558，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．4
1：30．7
1：31．5

良
良
良

818 ペルシアンナイト 牡3黒鹿56 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋121：33．8 8．8�
611 エアスピネル 牡4栗 57 R．ムーア �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 ハナ 4．2�

（英）

24 サングレーザー 牡3青鹿56 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 482＋ 61：33．9� 15．0�
59 レーヌミノル 牝3栗 54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472－ 61：34．0	 46．5�
612 イスラボニータ 牡6黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：34．1クビ 3．9	
11 ブラックムーン 牡5鹿 57 A．アッゼニ Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 502＋12 〃 ハナ 177．8


（英）

510 ク ル ー ガ ー 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 538＋ 8 〃 アタマ 16．7�
（独）

47 レッドファルクス 牡6芦 57 C．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472－ 21：34．2� 5．0�
（仏）

713 グランシルク 牡5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 504－ 61：34．3� 23．8
715 ムーンクレスト 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：34．62 338．7�
714 ガリバルディ 牡6鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512＋101：34．7� 132．8�
35 サトノアラジン 牡6鹿 57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 532± 0 〃 アタマ 9．1�
36 ダノンメジャー 牡5栗 57 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 アタマ 157．8�
23 ヤングマンパワー 牡5黒鹿57 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 522－ 21：34．8� 62．9�
48 マルターズアポジー 牡5鹿 57 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 522－ 61：34．9� 13．8�
12 アメリカズカップ 牡3黒鹿56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456＋ 41：35．0	 84．5�
816 ウインガニオン 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 41：35．42� 55．2�
817 ジョーストリクトリ 牡3鹿 56 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 506＋ 61：35．5クビ 123．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 623，360，300円 複勝： 697，858，800円 枠連： 477，370，100円 馬連： 2，060，594，300円 馬単： 818，999，800円
ワイド： 923，818，400円 3連複： 3，373，257，200円 3連単： 5，540，230，200円 5重勝： 515，425，100円 計： 15，030，914，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 180円 � 430円 枠 連（6－8） 820円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，100円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 55，890円

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

キャリーオーバー なし����� 3，838，270円

票 数

単勝票数 計6233603 的中 � 565139（4番人気）
複勝票数 計6978588 的中 � 587263（4番人気）� 1192527（2番人気）� 366999（7番人気）
枠連票数 計4773701 的中 （6－8） 446656（3番人気）
馬連票数 計20605943 的中 �� 643059（8番人気）
馬単票数 計8189998 的中 �� 111126（22番人気）
ワイド票数 計9238184 的中 �� 242743（8番人気）�� 110761（23番人気）�� 192015（14番人気）
3連複票数 計33732572 的中 ��� 272002（24番人気）
3連単票数 計55402302 的中 ��� 71856（165番人気）
5重勝票数 計5154251 的中 ����� 94

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．1―11．9―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．6―46．7―58．6―1：10．1―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 8，6（3，15）9，16（2，11）17（4，12）（7，10）14（18，13）5－1 4 8（6，15）（3，9）（2，11，16）（7，4，17）12（14，18，10，5）13，1

勝馬の
紹 介

ペルシアンナイト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．21 小倉1着

2014．3．11生 牡3黒鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 9戦4勝 賞金 230，506，000円
〔制裁〕 サングレーザー号の騎手福永祐一は，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：16番・12番）
※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 グァンチャーレ号
※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。

3007211月19日 晴 重 （29京都5）第6日 第12競走 ��
��1，200�

にしじん

西陣ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

510 ディオスコリダー 牡3黒鹿56 R．ムーア 野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 502± 01：10．5 4．3�
（英）

59 オウケンビリーヴ 牝4芦 55 福永 祐一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－ 21：10．92� 4．1�
35 	 ゴルゴバローズ 牡4鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden

Brook Farm 536－ 41：11．21
 3．0�
714 ス ミ レ 牝4鹿 55 C．ルメール 林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B450＋ 2 〃 クビ 8．1�
11 メイショウツレヅレ 牝8黒鹿55 松山 弘平松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 470＋10 〃 クビ 74．1�
24 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 岩田 康誠岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504± 01：11．3
 30．9�
36 グラスエトワール 牝5鹿 55 松若 風馬半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B492－ 41：11．4クビ 83．0

47 サザンボルケーノ 牡3栗 56 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 494－ 2 〃 同着 18．0�
816 リッパーザウィン 牡5栗 57 藤岡 佑介�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 526＋101：11．5� 122．8
23 プレシャスエース 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 506± 0 〃 クビ 28．9�
815 ウエスタンラムール 牡5黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 81：11．6クビ 214．6�
48 � ベ ッ ク 牡6栗 57 A．シュタルケ 細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 506－141：11．81� 37．6�

（独）

713	 テーオーヘリオス 牡5鹿 57 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 504－181：12．01� 54．4�

12 	 ジープルメリア 牝4黒鹿55 幸 英明 �キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

460＋ 21：12．1� 8．8�
612 リバーソウル 牡6黒鹿57 C．デムーロ 林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458± 01：12．84 103．3�

（仏）

611 キープレイヤー 牝6青鹿55 荻野 極下河邉 博氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 518± 01：13．01� 287．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，545，000円 複勝： 143，359，400円 枠連： 67，360，300円
馬連： 251，571，600円 馬単： 108，841，700円 ワイド： 147，701，900円
3連複： 345，857，700円 3連単： 530，046，400円 計： 1，714，284，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（5－5） 1，020円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 360円 �� 340円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計1195450 的中 � 218552（3番人気）
複勝票数 計1433594 的中 � 223006（3番人気）� 279853（2番人気）� 282270（1番人気）
枠連票数 計 673603 的中 （5－5） 50989（4番人気）
馬連票数 計2515716 的中 �� 199869（3番人気）
馬単票数 計1088417 的中 �� 45130（5番人気）
ワイド票数 計1477019 的中 �� 103122（3番人気）�� 111549（2番人気）�� 128091（1番人気）
3連複票数 計3458577 的中 ��� 251634（1番人気）
3連単票数 計5300464 的中 ��� 61787（6番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．4―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―34．9―46．7―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 ・（2，3）5（1，6，13）7，10（9，14）（8，12）4－（15，16）11 4 ・（2，3）（1，6，5）13（7，10）9（8，14）（4，12）（15，16）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディオスコリダー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．6．18 阪神1着

2014．3．28生 牡3黒鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 8戦4勝 賞金 62，843，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔その他〕 ジープルメリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジープルメリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年12月19日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウィッシュハピネス号・サーティグランド号・スズカアーサー号・タマモイレブン号・ノボリクリーン号・

メイショウアイアン号・ライドオンウインド号
※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



（29京都5）第6日 11月19日（日曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 170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

376，720，000円
2，530，000円
26，260，000円
6，820，000円
46，360，000円
71，440，000円
5，086，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
1，122，829，100円
1，363，806，100円
695，560，600円
2，992，504，700円
1，283，615，200円
1，471，502，500円
4，608，513，300円
7，451，022，600円
515，425，100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
5 重 勝
計 21，504，779，200円

総入場人員 34，330名 （有料入場人員 32，348名）
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