
3101311月4日 曇 良 （30京都5）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05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

610 モノディアロゴス 牡2鹿 55 福永 祐一野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 41：10．0 8．5�
45 コハルビヨリ 牝2鹿 54 川田 将雅飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 484＋ 4 〃 アタマ 2．5�
813 メジャーハリケーン 牡2青鹿55 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 478－ 21：10．1� 3．2�
33 ラインアポロン 牡2鹿 55 藤懸 貴志大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 442＋ 2 〃 アタマ 12．7�
711 パ ド カ ト ル 牡2鹿 55 松山 弘平今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 454＋14 〃 ハナ 13．7�
11 ブラボーフェスタ 牡2栗 55 戸崎 圭太杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 494＋ 41：10．41� 17．5�
69 メイショウユウバエ 牝2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 �川フアーム 490－10 〃 アタマ 93．9	
712 グラウシュトラール 牡2芦 55 森 泰斗 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 452＋ 2 〃 ハナ 10．8�
（船橋）

58 サ ル ー ス 牝2鹿 54 太宰 啓介鈴木 照雄氏 加用 正 新冠 松浦牧場 428－ 41：10．72 232．5�
46 ケ ア ナ エ 牝2黒鹿54 幸 英明守内 満氏 西橋 豊治 浦河 栄進牧場 444－ 61：10．91	 90．3
34 トモノマウイ 牡2鹿 55 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 洞
湖 レイクヴィラファーム 470－ 41：11．11	 161．8�
814 キョウエイシンシア 牝2鹿 54 和田 竜二田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 中田 英樹 434－ 21：11．2クビ 231．9�
57 ビービーソウル 牡2鹿 55 武 豊�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 498＋ 21：11．94 25．8�
22 ビップデーア 牝2栗 54 大野 拓弥鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 414－ 61：12．53� 297．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，531，900円 複勝： 40，545，300円 枠連： 11，010，100円
馬連： 55，450，600円 馬単： 26，555，200円 ワイド： 37，689，200円
3連複： 79，453，800円 3連単： 96，080，300円 計： 376，316，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（4－6） 1，030円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 350円 �� 430円 �� 200円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 295319 的中 � 29432（3番人気）
複勝票数 計 405453 的中 � 52083（3番人気）� 113671（1番人気）� 84571（2番人気）
枠連票数 計 110101 的中 （4－6） 8263（5番人気）
馬連票数 計 554506 的中 �� 42339（2番人気）
馬単票数 計 265552 的中 �� 7452（8番人気）
ワイド票数 計 376892 的中 �� 25926（2番人気）�� 19734（5番人気）�� 56307（1番人気）
3連複票数 計 794538 的中 ��� 64258（1番人気）
3連単票数 計 960803 的中 ��� 8347（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．5―11．5―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．2―46．7―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 5（6，12）（3，10，14，13）（1，11）9－（4，8）－（2，7） 4 5，6（3，12）（10，13）14（1，11）9，8，4－（2，7）

勝馬の
紹 介

モノディアロゴス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Strategic Prince デビュー 2018．6．24 函館12着

2016．3．3生 牡2鹿 母 プリンセスルーシー 母母 Leala 4戦1勝 賞金 6，800，000円
※コハルビヨリ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3101411月4日 曇 良 （30京都5）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時30分 （芝・右・外）
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
1：45．9
1：45．6

良
良

11 メイショウクライム 牡2鹿 55 藤岡 佑介松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 460－ 21：50．0 9．5�
35 カフジローズ 牝2鹿 54 M．デムーロ加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 506－ 21：50．1� 3．9�
47 バンクショット 牡2黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－ 61：50．31 67．2�
46 ハギノアップロード 牡2黒鹿55 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 クビ 2．4�
34 ト ロ ハ 牝2黒鹿54 松山 弘平橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋ 61：50．4	 11．2�
611 ロフティネス 牡2鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 462－ 41：50．5	 96．3	
59 ダノンレグナム 牡2鹿 55 浜中 俊
ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 496＋ 61：50．6	 4．2�
23 ダディーズトリップ 牡2青 55 戸崎 圭太田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 438－ 21：50．7クビ 40．4�
712 エイシンノヘキレキ 牡2鹿 55 和田 竜二
栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 464＋ 4 〃 ハナ 80．3
22 メテオスウォーム 牡2黒鹿55 森 泰斗 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 496＋221：50．8	 77．7�

（船橋）

713 リベラルタイプ 牝2青鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 426－ 41：51．01� 144．5�
58 リップグロス 牝2栗 54 笹川 翼 
ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 430－ 21：51．1� 195．9�

（大井）

814 メロディーレーン 牝2鹿 54
51 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 340＋ 41：51．31
 412．7�

815 クリノオンリーワン 牝2芦 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430－ 21：51．51
 220．1�
610 オリアナフィオーレ 牝2栗 54 国分 恭介 
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 B420＋ 21：54．5大差 174．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，596，100円 複勝： 45，454，300円 枠連： 12，412，400円
馬連： 50，944，200円 馬単： 26，216，600円 ワイド： 38，361，200円
3連複： 73，834，000円 3連単： 100，904，300円 計： 378，723，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 220円 � 160円 � 830円 枠 連（1－3） 1，210円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，850円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 18，090円 3 連 単 ��� 91，550円

票 数

単勝票数 計 305961 的中 � 26941（4番人気）
複勝票数 計 454543 的中 � 55224（4番人気）� 89340（2番人気）� 10548（7番人気）
枠連票数 計 124124 的中 （1－3） 7940（5番人気）
馬連票数 計 509442 的中 �� 23108（6番人気）
馬単票数 計 262166 的中 �� 5069（15番人気）
ワイド票数 計 383612 的中 �� 20623（6番人気）�� 2440（26番人気）�� 3721（18番人気）
3連複票数 計 738340 的中 ��� 3061（43番人気）
3連単票数 計1009043 的中 ��� 799（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．8―49．0―1：02．2―1：14．7―1：27．0―1：38．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウクライム �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2018．6．10 東京4着

2016．2．26生 牡2鹿 母 ア イ カ ギ 母母 イシノアパトゥーラ 4戦1勝 賞金 8，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリアナフィオーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月4日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 京都競馬 第２日
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



3101511月4日 曇 良 （30京都5）第2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
1：23．4
1：23．0

不良
重

77 コパノマーティン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 480＋121：26．5 23．8�
22 キョウワドリヴン 牡2栗 55 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 488＋ 61：26．71 6．3�
55 マイネルプリサイス 牡2栗 55 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 474－ 2 〃 クビ 2．9�
（仏）

44 モズダッシュスター 牡2栗 55 古川 吉洋 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 482± 01：27．02 2．7�
66 カ ッ シ ー ニ 牡2黒鹿55 横山 典弘寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 488－ 21：27．21� 7．1	
78 デンコウミシオン 牝2黒鹿54 大野 拓弥田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 430＋ 21：27．41� 13．1

810 メイショウランセツ 牡2栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 448＋ 21：27．61 19．3�
11 マサノビジョン 牡2栗 55 �島 良太古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 B464－ 41：28．87 456．6�
33 エイシンホルス 牡2栗 55 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 492－ 6 〃 クビ 45．6
89 クリノクルミチャン 牝2芦 54 下原 理栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 478－ 21：29．01 214．0�

（兵庫）

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，869，600円 複勝： 37，019，300円 枠連： 9，543，200円
馬連： 53，415，400円 馬単： 29，716，700円 ワイド： 37，219，300円
3連複： 69，849，300円 3連単： 112，344，700円 計： 383，977，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 400円 � 170円 � 130円 枠 連（2－7） 2，280円

馬 連 �� 6，170円 馬 単 �� 14，830円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，070円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 45，930円

票 数

単勝票数 計 348696 的中 � 12437（7番人気）
複勝票数 計 370193 的中 � 16450（7番人気）� 57170（3番人気）� 95397（1番人気）
枠連票数 計 95432 的中 （2－7） 3231（9番人気）
馬連票数 計 534154 的中 �� 6706（16番人気）
馬単票数 計 297167 的中 �� 1502（40番人気）
ワイド票数 計 372193 的中 �� 5276（19番人気）�� 8306（14番人気）�� 38023（2番人気）
3連複票数 計 698493 的中 ��� 13032（14番人気）
3連単票数 計1123447 的中 ��� 1773（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．7―48．1―1：01．0―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノマーティン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2018．6．24 函館9着

2016．3．23生 牡2黒鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 キョウワドリヴン号の騎手小牧太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

3101611月4日 曇 良 （30京都5）第2日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時30分 （芝・右）

牝，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
1：32．3
1：32．3

良
良

715 サヴォワールエメ 牝2栗 54 M．デムーロ平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 446 ―1：35．8 2．4�
818 ハナイロコマチ 牝2鹿 54 川島 信二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 440 ― 〃 クビ 22．5�
510 ブランシェット 牝2黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：36．43� 26．5�
713 モアナアネラ 牝2黒鹿54 C．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438 ―1：36．5クビ 3．7�

（仏）

816 シャンタンエドゥー 牝2栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450 ―1：36．6� 31．8	

611 ショウサンシルエラ 牝2栗 54 岩田 康誠鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 462 ―1：36．81� 28．9

714 アルバリズム 牝2栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 514 ―1：36．9� 22．7�
612 タガノバレッティ 牝2青鹿54 戸崎 圭太八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ―1：37．11� 10．3�
24 タイムハンドラー 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ―1：37．52� 5．4
59 ワンダーエカルテ 牝2芦 54 太宰 啓介山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 498 ―1：37．81� 171．9�
48 ブルベアローザ 牝2栗 54 �島 良太 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 三好牧場 426 ―1：38．01 378．7�
817 タマモリボン 牝2鹿 54

51 ▲服部 寿希タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 376 ―1：38．1� 393．3�
47 エールジョリー 牝2鹿 54 菱田 裕二佐伯由加理氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 426 ― 〃 クビ 389．3�
23 ベルメモワール 牝2青鹿54 松若 風馬山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 440 ―1：38．2� 355．5�
35 メイショウミヤラビ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 458 ― 〃 ハナ 214．8�
12 ヤマイチエルサ 牝2黒鹿54 小牧 太坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 418 ―1：38．41 207．0�
36 エイシントルーパー 牝2鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 454 ―1：39．35 122．4�
11 シズカマナカ 牝2黒鹿54 松山 弘平大倉 佑介氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 434 ―1：41．7大差 293．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，388，700円 複勝： 43，644，000円 枠連： 19，561，100円
馬連： 59，676，200円 馬単： 28，229，000円 ワイド： 40，504，800円
3連複： 79，235，100円 3連単： 94，106，000円 計： 409，344，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 320円 � 410円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 710円 �� 910円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 29，030円

票 数

単勝票数 計 443887 的中 � 152640（1番人気）
複勝票数 計 436440 的中 � 109878（1番人気）� 30277（5番人気）� 21971（7番人気）
枠連票数 計 195611 的中 （7－8） 21255（4番人気）
馬連票数 計 596762 的中 �� 20612（6番人気）
馬単票数 計 282290 的中 �� 6403（10番人気）
ワイド票数 計 405048 的中 �� 15082（6番人気）�� 11566（9番人気）�� 3682（28番人気）
3連複票数 計 792351 的中 ��� 7632（24番人気）
3連単票数 計 941060 的中 ��� 2350（87番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．8―12．8―12．3―11．4―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．4―48．2―1：01．0―1：13．3―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．8
3 ・（2，3）18（11，15）7，16（12，13）（10，14）4，9（8，17）5－6＝1 4 ・（2，3）（18，15）11（7，16）（12，13）（10，14）4（9，5）（8，17）＝6＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サヴォワールエメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pivotal 初出走

2016．4．9生 牝2栗 母 ニ ア メ 母母 Napoli 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シズカマナカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月4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 ヴァイオリンソナタ号・ルリユール号
※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。



3101711月4日 曇 良 （30京都5）第2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

77 ア ル ク ス 牡2鹿 55 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ―2：04．7 1．7�

88 グリッサード 牡2鹿 55 C．デムーロ �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482 ―2：05．01� 4．0�
（仏）

11 アールコンセンサス 牡2黒鹿55 的場 文男前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 436 ―2：05．1� 7．5�
（大井）

55 ヘイセイラスト 牝2鹿 54 丸山 元気�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 514 ―2：05．31� 18．8�
22 アドマイヤコースト 牡2黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480 ―2：05．4� 8．5�
44 ブラックハーデス 牡2青 55 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス	 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 440 ―2：05．5� 36．7


33 コ ン カ ラ ー 牡2鹿 55 松山 弘平江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 474 ―2：05．92� 135．5�
66 マテラサンオウ 牡2黒鹿55 武 豊大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 454 ―2：06．32� 26．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，581，900円 複勝： 53，304，800円 枠連： 発売なし
馬連： 47，819，700円 馬単： 32，702，900円 ワイド： 28，680，100円
3連複： 58，438，100円 3連単： 128，360，100円 計： 389，887，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 140円 �� 260円 �� 300円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 405819 的中 � 191527（1番人気）
複勝票数 計 533048 的中 � 313920（1番人気）� 79756（2番人気）� 40173（4番人気）
馬連票数 計 478197 的中 �� 136004（1番人気）
馬単票数 計 327029 的中 �� 68516（1番人気）
ワイド票数 計 286801 的中 �� 64385（1番人気）�� 24091（3番人気）�� 20613（4番人気）
3連複票数 計 584381 的中 ��� 99298（1番人気）
3連単票数 計1283601 的中 ��� 69421（2番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―13．7―13．2―12．6―12．7―12．2―11．9―11．6―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．6―39．3―52．5―1：05．1―1：17．8―1：30．0―1：41．9―1：53．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル ク ス 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2016．1．26生 牡2鹿 母 ラルシュドール 母母 レクレドール 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3101811月4日 曇 良 （30京都5）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走12時50分 （芝・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
1：56．8
1：56．1

良
良

711 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 53 C．デムーロ 石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 438－ 42：01．2 19．2�
（仏）

610 インターセクション 牡3栗 55 岩田 康誠ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B484－ 6 〃 アタマ 12．1�

46 リリーモントルー 牡4鹿 57 丸山 元気土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440＋ 62：01．41� 33．1�
11 ヴ ィ ニ ー 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋182：01．5	 30．1�
58 シエラネバダ 牡3芦 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B508－ 2 〃 クビ 56．0�
34 エクレアスパークル 牡4青鹿57 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466－ 82：01．6クビ 1．6	
813 ウインラナキラ 牝3鹿 53 池添 謙一�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 412＋ 6 〃 クビ 56．2

814 リシュブール 牡3鹿 55 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：01．81� 3．6�
712 モンファロン 牡3黒鹿55 松若 風馬杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 472＋ 2 〃 クビ 354．1�
45 シンハラージャ 牡3栗 55 戸崎 圭太 キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋10 〃 ハナ 26．3�
69 グレンマクナス 牡4鹿 57 M．デムーロ 社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 520＋122：01．9クビ 14．9�
22 タガノアシュラ 牡4黒鹿57 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 534＋162：02．11� 36．8�
57 イイコトズクシ 牡3鹿 55 和田 竜二小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 504＋ 62：02．42 107．3�
33 
� ア イ ヴ ァ ン 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人吉田 和美氏 武 幸四郎 豪
Arrowfield Pastoral Pty Ltd &
Planette Thoroughbred, Bel-
ford Productions

550＋162：02．61 277．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 44，973，000円 複勝： 136，820，700円 枠連： 17，510，000円
馬連： 75，274，300円 馬単： 43，065，600円 ワイド： 55，704，300円
3連複： 110，055，600円 3連単： 167，157，700円 計： 650，561，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 760円 � 570円 � 1，310円 枠 連（6－7） 3，390円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 16，770円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 5，360円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 51，750円 3 連 単 ��� 298，490円

票 数

単勝票数 計 449730 的中 � 18715（5番人気）
複勝票数 計1368207 的中 � 47550（5番人気）� 65828（3番人気）� 26524（6番人気）
枠連票数 計 175100 的中 （6－7） 3996（11番人気）
馬連票数 計 752743 的中 �� 7230（21番人気）
馬単票数 計 430656 的中 �� 1926（39番人気）
ワイド票数 計 557043 的中 �� 8230（17番人気）�� 2645（41番人気）�� 4862（23番人気）
3連複票数 計1100556 的中 ��� 1595（93番人気）
3連単票数 計1671577 的中 ��� 406（515番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．3―48．9―1：00．9―1：13．4―1：25．8―1：37．7―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハ イ ヒ ー ル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．8．12 札幌1着

2015．3．20生 牝3鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 11戦2勝 賞金 18，950，000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。



3101911月4日 曇 良 （30京都5）第2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）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，325，000
1，325，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

78 タガノヴェローナ 牝4芦 55 幸 英明八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋ 81：53．3 2．8�

22 グ ア ン 牝3栗 53 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 468＋ 2 〃 アタマ 5．0�
66 ス ペ ク タ ー 牝4鹿 55 C．ルメール 川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 510＋ 41：53．4� 2．6�
11 ヴォカツィオーネ 牝4栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 464＋16 〃 クビ 11．7�
33 レッドディオーサ 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 466± 0 〃 同着 15．4�
44 エ オ リ ア 牝4鹿 55 菱田 裕二ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 61：53．5クビ 8．1	
810 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿55 和田 竜二
ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 466－ 21：54．03 97．5�
89 メイショウナゴミ 牝6青鹿55 松山 弘平松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 454± 0 〃 クビ 83．1
77 フレグラントブレス 牝5芦 55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B488± 01：54．1クビ 42．5�

（仏）

55 サウスアミューズ 牝3栗 53 太宰 啓介南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 442± 01：54．84 191．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，470，700円 複勝： 47，593，800円 枠連： 13，010，800円
馬連： 75，831，600円 馬単： 42，344，800円 ワイド： 49，691，000円
3連複： 106，279，700円 3連単： 170，781，400円 計： 555，003，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 250円 �� 170円 �� 300円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 494707 的中 � 140905（2番人気）
複勝票数 計 475938 的中 � 130592（1番人気）� 66026（3番人気）� 96465（2番人気）
枠連票数 計 130108 的中 （2－7） 13770（2番人気）
馬連票数 計 758316 的中 �� 96061（2番人気）
馬単票数 計 423448 的中 �� 28611（3番人気）
ワイド票数 計 496910 的中 �� 48329（2番人気）�� 83069（1番人気）�� 36699（3番人気）
3連複票数 計1062797 的中 ��� 140782（1番人気）
3連単票数 計1707814 的中 ��� 34181（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―39．0―51．6―1：04．1―1：16．5―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノヴェローナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．3．21生 牝4芦 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 18戦4勝 賞金 68，063，000円
［他本会外：3戦0勝］

※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。

3102011月4日 曇 良 （30京都5）第2日 第8競走 ��
��1，200�

だ い ご

醍 醐 特 別
発走13時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

714 イエローマリンバ 牝3青鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 438－ 21：08．5 16．5�
59 エンゲルヘン 牝4栗 55 C．デムーロ �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 466－ 2 〃 クビ 5．1�
（仏）

11 カッパツハッチ 牝3鹿 54 丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 464＋ 21：08．6� 11．1�
24 	 スペードクイーン 牝5栗 55 戸崎 圭太吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 468－ 41：08．7クビ 58．1�
612 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 01：08．91
 2．3	
48 ピースマインド 牡5鹿 57 岩田 康誠小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 452＋ 2 〃 アタマ 25．8

816 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 458± 01：09．11
 190．2�
35 ビ リ ー バ ー 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 458－ 41：09．2� 16．2�
23 ミトノレインボー 牝3鹿 54 和田 竜二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 472－ 6 〃 クビ 14．1
817 イサチルホープ 牡6栗 57 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 486＋ 81：09．3クビ 18．1�
715 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿55 内田 博幸山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 462＋ 2 〃 アタマ 193．4�
713	 ベリースコール �5黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 渡辺 薫彦 仏 Mr Franck

Benillouche 500＋12 〃 クビ 303．9�
36 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 森 泰斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 454± 0 〃 アタマ 76．3�
（船橋）

611� ワンダーアマービレ 牝4鹿 55 C．ルメール 山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 448＋ 81：09．4� 6．8�
818 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 57 浜中 俊石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460＋ 2 〃 クビ 238．2�
12 キッズライトオン 牡6栗 57 笹川 翼瀬谷 �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 434＋ 61：09．61� 198．5�
（大井）

510 イノバティブ 牡4鹿 57 松若 風馬畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 464± 01：09．7クビ 23．9�
47 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 416± 01：10．12� 211．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，662，000円 複勝： 74，035，900円 枠連： 28，680，500円
馬連： 101，487，900円 馬単： 40，986，100円 ワイド： 73，589，400円
3連複： 149，450，800円 3連単： 172，410，200円 計： 693，302，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 470円 � 200円 � 340円 枠 連（5－7） 3，080円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，900円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 99，830円

票 数

単勝票数 計 526620 的中 � 25403（7番人気）
複勝票数 計 740359 的中 � 36399（8番人気）� 114397（2番人気）� 53988（5番人気）
枠連票数 計 286805 的中 （5－7） 7211（13番人気）
馬連票数 計1014879 的中 �� 23472（11番人気）
馬単票数 計 409861 的中 �� 3747（26番人気）
ワイド票数 計 735894 的中 �� 14562（13番人気）�� 6398（34番人気）�� 14623（11番人気）
3連複票数 計1494508 的中 ��� 7337（52番人気）
3連単票数 計1724102 的中 ��� 1252（319番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．2―11．3―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．4―45．7―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イエローマリンバ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．2．13 小倉2着

2015．3．1生 牝3青鹿 母 マーキーアトラクション 母母 Golden Attraction 7戦3勝 賞金 36，122，000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。
（非当選馬） 3頭 ダイシンバルカン号・トンボイ号・マリエラ号
※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。



3102111月4日 曇 良 （30京都5）第2日 第9競走 ��
��1，600�

きよみず

清水ステークス
発走14時20分 （芝・右・外）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 フローレスマジック 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：34．9 2．0�
11 シャルルマーニュ 牡3鹿 56 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494＋ 21：35．0� 3．0�
55 ロ ラ イ マ 	5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 ハナ 4．6�
66 ド ゥ ー カ 牡5栗 57 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 498＋ 61：35．1� 12．9�
33 テルメディカラカラ 牝6黒鹿55 幸 英明小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 478＋ 81：35．2� 77．5	
44 ボールライトニング 牡5栗 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 520± 0 〃 クビ 13．9

77 オブリゲーション 牡5鹿 57 C．デムーロ�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 468＋ 6 〃 アタマ 22．1�

（仏）

88 クールオープニング 牡7青鹿57 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋121：35．73 126．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，851，800円 複勝： 66，112，300円 枠連： 発売なし
馬連： 86，594，600円 馬単： 52，474，100円 ワイド： 48，389，000円
3連複： 102，750，000円 3連単： 256，349，500円 計： 670，521，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 140円 �� 150円 �� 200円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 970円

票 数

単勝票数 計 578518 的中 � 229877（1番人気）
複勝票数 計 661123 的中 � 264847（1番人気）� 122896（2番人気）� 114018（3番人気）
馬連票数 計 865946 的中 �� 212735（1番人気）
馬単票数 計 524741 的中 �� 76533（1番人気）
ワイド票数 計 483890 的中 �� 91812（1番人気）�� 82807（2番人気）�� 52449（3番人気）
3連複票数 計1027500 的中 ��� 284788（1番人気）
3連単票数 計2563495 的中 ��� 190576（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．1―12．3―11．8―11．8―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．7―49．0―1：00．8―1：12．6―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フローレスマジック 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．4．15生 牝4鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 14戦4勝 賞金 105，656，000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。

3102211月4日 曇 良 （30京都5）第2日 第10競走
第18回農林水産省賞典

��
��1，200�JBCスプリント（ＪｐｎⅠ）

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上 父馬が（一社）ジャパンブリーダーズカップ協会に当該馬の生産年度に有効な
種牡馬登録されている馬に限る；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・ジャパンブリーダーズカップ協会会長賞・日本馬主協会連合会会長賞・
地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）

賞 品
本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000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

1：09．1
1：08．7
なし

重
重

36 グレイスフルリープ 牡8栗 57 C．ルメール 前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 542＋ 61：10．4 12．0�

35 � マテラスカイ 牡4栗 57 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 512－14 〃 クビ 2．0�

24 	 キタサンミカヅキ 牡8鹿 57 森 泰斗�大野商事 佐藤 賢二 日高 広中 稔 528＋ 41：10．82
 12．9�
（船橋） （船橋）

714� モ ー ニ ン 牡6栗 57 C．デムーロ 馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire
Equines, LLC B520－ 51：10．9
 6．6�

（仏）

713 レッツゴードンキ 牝6栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 502＋121：11．0
 6．4	
23 キングズガード 牡7鹿 57 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 472± 0 〃 クビ 13．2

815� テーオーヘリオス 牡6鹿 57 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 510＋ 61：11．21
 52．7�
12 � ニシケンモノノフ 牡7栗 57 横山 典弘西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 B510－ 2 〃 ハナ 39．5�
47 ウインムート 牡5青鹿57 内田 博幸�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 506＋ 81：11．3クビ 96．4
612	 ラブバレット 牡7鹿 57 山本 聡哉内山 一郎氏 菅原 勲 浦河 津島 優治 484± 0 〃 クビ 242．3�

（岩手） （岩手）

11 ネ ロ 牡7栗 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 480＋ 41：11．4クビ 21．1�
816 ノ ボ バ カ ラ 牡6栗 57 御神本訓史�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 494＋ 9 〃 クビ 389．2�

（大井）

611	 アンサンブルライフ 牡5鹿 57 繁田 健一ブルーエクウス� 小久保 智 新ひだか 株式会社U・M・A B488－ 21：11．61 484．5�
（浦和） （浦和）

59 セイウンコウセイ 牡5栗 57 池添 謙一西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 498－ 61：12．87 18．3�
48 ナックビーナス 牝5青鹿55 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 524＋ 41：13．75 23．3�
510	 ノブワイルド 牡6鹿 57 左海 誠二前田 亘輝氏 小久保 智 新ひだか 城地 清満 494－ 11：14．23 109．2�

（浦和） （船橋）

（16頭）

売 得 金
単勝： 224，450，200円 複勝： 225，132，500円 枠連： 109，483，800円
馬連： 557，366，000円 馬単： 233，649，400円 ワイド： 282，962，700円
3連複： 938，335，800円 3連単： 1，363，494，300円 計： 3，934，874，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 310円 � 130円 � 290円 枠 連（3－3） 1，300円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，540円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 23，510円

票 数

単勝票数 計2244502 的中 � 149401（4番人気）
複勝票数 計2251325 的中 � 144192（6番人気）� 660208（1番人気）� 159964（5番人気）
枠連票数 計1094838 的中 （3－3） 65181（5番人気）
馬連票数 計5573660 的中 �� 340620（3番人気）
馬単票数 計2336494 的中 �� 46448（11番人気）
ワイド票数 計2829627 的中 �� 145233（4番人気）�� 44337（20番人気）�� 127132（5番人気）
3連複票数 計9383358 的中 ��� 199399（8番人気）
3連単票数 計13634943 的中 ��� 42045（63番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．7
3 5（7，10）6，12（8，9）1（4，15）（2，13，14）－（3，11，16） 4 5（6，7）（10，12）8（4，9）（1，15）（2，13，14）（3，11，16）

勝馬の
紹 介

グレイスフルリープ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．5．12生 牡8栗 母 ラビットフット 母母 Argentario 34戦8勝 賞金 251，406，000円
［他本会外：10戦4勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ノブワイルド号の騎手左海誠二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

ウインムート号の騎手内田博幸は，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：2番）
※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 コウエイエンブレム号・サクセスエナジー号・スマートアヴァロン号
※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。

１レース目



3102311月4日 晴 良 （30京都5）第2日 第11競走
第18回農林水産省賞典

��
��1，900�JBCクラシック（ＪｐｎⅠ）

発走15時40分 （ダート・右）
3歳以上 父馬が（一社）ジャパンブリーダーズカップ協会に当該馬の生産年度に有効な
種牡馬登録されている馬に限る；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・ジャパンブリーダーズカップ協会会長賞・日本馬主協会連合会会長賞・
地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）

賞 品
本 賞 90，000，000円 36，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000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

1：53．7
1：53．7
なし

不良
不良

48 ケイティブレイブ 牡5栗 57 福永 祐一瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 518＋101：56．7 4．2�
714 オメガパフューム 牡3芦 55 和田 竜二原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 454＋ 41：56．8	 3．7�
24 サンライズソア 牡4青鹿57 C．ルメール 松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 514＋ 61：57．01 3．2�
59 ノンコノユメ 
6栃栗57 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446＋ 21：57．1� 12．2�
47 サウンドトゥルー 
8栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 31：57．2	 22．8�
35 アスカノロマン 牡7栗 57 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528＋ 4 〃 ハナ 221．3�
815 テーオーエナジー 牡3栗 55 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 498－ 21：57．51	 108．7	
36 マイネルバサラ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476＋ 11：57．71� 202．6�
12 � タガノゴールド 牡7栗 57 下原 理八木 秀之氏 新子 雅司 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－151：57．8� 336．7�
（兵庫） （兵庫）

713 オールブラッシュ 牡6黒鹿57 C．デムーロ 社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 9 〃 ハナ 112．9�

（仏）

11 センチュリオン 牡6黒鹿57 幸 英明窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532＋ 31：58．11	 25．7�

611� カツゲキキトキト 牡5青鹿57 大畑 雅章野々垣陽介氏 錦見 勇夫 新ひだか 朝野 勝洋 520＋ 11：58．31 307．5�
（愛知） （愛知）

612� アポロケンタッキー 牡6鹿 57 M．デムーロアポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 574＋161：58．51� 7．7�

510 テイエムジンソク 牡6芦 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 494＋ 21：59．03 12．8�

816 クリソライト 牡8鹿 57 武 豊 キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B502－ 11：59．32 29．4�
23 � シュテルングランツ 牡7黒鹿57 的場 文男酒井 孝敏氏 小久保 智 千歳 社台ファーム 468－ 62：00．68 173．5�

（浦和） （大井）

（16頭）

売 得 金
単勝： 354，601，300円 複勝： 390，013，500円 枠連： 194，038，500円
馬連： 1，108，002，800円 馬単： 455，851，200円 ワイド： 485，546，800円
3連複： 1，730，265，600円 3連単： 2，808，585，000円 計： 7，526，904，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 140円 � 130円 枠 連（4－7） 650円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 340円 �� 310円 �� 280円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計3546013 的中 � 659792（3番人気）
複勝票数 計3900135 的中 � 628924（3番人気）� 742338（2番人気）� 839191（1番人気）
枠連票数 計1940385 的中 （4－7） 228557（1番人気）
馬連票数 計11080028 的中 �� 1118558（2番人気）
馬単票数 計4558512 的中 �� 201735（5番人気）
ワイド票数 計4855468 的中 �� 356591（3番人気）�� 402724（2番人気）�� 458757（1番人気）
3連複票数 計17302656 的中 ���1410634（1番人気）
3連単票数 計28085850 的中 ��� 415841（5番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―12．9―12．2―11．5―11．8―12．2―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―30．2―43．1―55．3―1：06．8―1：18．6―1：30．8―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．1
1
3
4（3，15，10）（6，13）－（1，8）（5，11，14）16，2，12，7－9・（4，10）15－（6，13）－（1，8）（3，5）（2，14）（7，11，12）16－9

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

勝馬の
紹 介

ケイティブレイブ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2015．8．30 小倉8着

2013．5．11生 牡5栗 母 ケイティローレル 母母 ビーマイフアイア 16戦3勝 賞金 164，520，000円
［他本会外：15戦8勝］

〔発走状況〕 ノンコノユメ号は，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 パルトネルラーフ号
※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。

3102411月4日 晴 良 （30京都5）第2日 第12競走
第8回農林水産省賞典

��
��1，800�JBCレディスクラシック（ＪｐｎⅠ）

発走16時25分 （ダート・右）
牝，3歳以上 父馬が（一社）ジャパンブリーダーズカップ協会に当該馬の生産年度に有効
な種牡馬登録されている馬に限る；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

農林水産大臣賞・ジャパンブリーダーズカップ協会会長賞・日本馬主協会連合会会長賞・
地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）

賞 品
本 賞 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000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

1：47．8
1：47．8
なし

重
重

816 アンジュデジール 牝4黒鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 480＋ 31：50．4 13．1�
24 � ラビットラン 牝4栗 55 M．デムーロ吉田 和子氏 中竹 和也 米 Alexander Groves

Matz, LLC 452＋ 4 〃 アタマ 2．8�
815 ファッショニスタ 牝4鹿 55 大野 拓弥ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 01：50．5	 11．9�
23 クイーンマンボ 牝4青 55 C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 506－ 11：50．6	 3．9�
713 アンデスクイーン 牝4栗 55 松若 風馬 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 496± 01：51．02	 122．4�
48 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 55 森 泰斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 〃 ハナ 221．8	
（船橋）

12 フォンターナリーリ 牝5鹿 55 C．デムーロ 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496－121：51．95 6．2

（仏）

11 アイアンテーラー 牝4栗 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 61：52．11
 15．6�
36 � ジュエルクイーン 牝6青鹿55 岩田 康誠杉山 忠国氏 福永 敏 新ひだか 明治牧場 498－101：52．63 326．6�

（大井）

510 プリンシアコメータ 牝5黒鹿55 武 豊芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム B488－ 4 〃 アタマ 7．2

612� ブランシェクール 牝5芦 55 御神本訓史 �キャロットファーム 藤田 輝信 安平 ノーザンファーム 502－101：52．91� 52．9�
（大井） （大井）

59 サルサディオーネ 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B506± 01：53．11
 50．1�
611� リエノテソーロ 牝4栗 55 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Oak Bluff
Stables, LLC 454－ 71：53．2クビ 62．7�

35 � ラインハート 牝7鹿 55 笹川 翼大塚 亮一氏 月岡 健二 平取 坂東牧場 464－19 〃 クビ 321．7�
（大井） （大井）

714� ディアマルコ 牝5鹿 55 佐原 秀泰�アシスタント 那俄性哲也 日高 松平牧場 448－ 51：53．3クビ 538．3�
（高知） （高知）

47 カワキタエンカ 牝4鹿 55 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 470＋ 61：56．0大差 20．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 239，959，100円 複勝： 262，401，600円 枠連： 132，455，900円 馬連： 572，419，200円 馬単： 245，216，200円
ワイド： 330，560，300円 3連複： 969，098，100円 3連単： 1，516，978，800円 5重勝： 648，473，400円 計： 4，917，562，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 300円 � 150円 � 290円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，830円 �� 750円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 53，720円

5 重 勝
対象競走：京都10R／福島11R／東京11R／京都11R／京都12R

キャリーオーバー なし����� 5，895，210円

票 数

単勝票数 計2399591 的中 � 145615（6番人気）
複勝票数 計2624016 的中 � 192908（6番人気）� 582608（1番人気）� 207979（5番人気）
枠連票数 計1324559 的中 （2－8） 182420（3番人気）
馬連票数 計5724192 的中 �� 211894（7番人気）
馬単票数 計2452162 的中 �� 31200（20番人気）
ワイド票数 計3305603 的中 �� 117389（7番人気）�� 44565（22番人気）�� 115696（8番人気）
3連複票数 計9690981 的中 ��� 102914（22番人気）
3連単票数 計15169788 的中 ��� 20470（163番人気）
5重勝票数 計6484734 的中 ����� 77

ハロンタイム 12．1―10．9―12．5―12．5―12．4―12．2―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―35．5―48．0―1：00．4―1：12．6―1：25．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
1（7，9）10－（16，4）（2，3，12）－（6，11）5，13－15－14，8・（1，9）－10（16，4）7（2，3）12（6，11）13（5，15）8＝14

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

勝馬の
紹 介

アンジュデジール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．6．25 函館2着

2014．5．1生 牝4黒鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 9戦3勝 賞金 76，622，000円
［他本会外：8戦3勝］

〔発走状況〕 プリンシアコメータ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 アンジュデジール号の騎手横山典弘は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ヴァローア号
※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。

４レース目 ５レース目



（30京都5）第2日 11月4日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 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

554，370，000円
32，870，000円
15，430，000円
71，450，000円
67，136，000円
6，014，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
1，203，936，300円
1，422，078，000円
547，706，300円
2，844，282，500円
1，257，007，800円
1，508，898，100円
4，467，045，900円
6，987，552，300円
648，473，400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 20，886，980，600円

総入場人員 38，865名 （有料入場人員 36，817名）
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