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3100111月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：11．0
1：10．2

重
不良

510 エ ッ シ ャ ー 牡2栗 55 福永 祐一小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 482＋ 41：12．3 2．0�
11 ハ ナ ビ 牡2鹿 55 四位 洋文�キーファーズ 小崎 憲 平取 坂東牧場 488± 01：12．83 13．0�
47 ダブルスプリット 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B462＋ 6 〃 クビ 7．3�
12 ラニカイシチー 牡2鹿 55 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 41：13．01� 10．8�
816 メイショウハバネラ 牝2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 456＋121：13．32 7．5�
36 メイショウヒボタン 牝2栗 54 �島 良太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 442＋ 41：13．62 130．0	
23 ゼットガンバー 牡2栗 55 松山 弘平
フォーレスト 池添 兼雄 浦河 絵笛牧場 486－ 61：13．91� 5．4�
714 メタルソース 牡2鹿 55 国分 恭介山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 21：14．21� 177．2�
48 テイクディスワルツ 牝2青鹿54 幸 英明
岡本牧場 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 B448－ 61：14．3クビ 84．1
815 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＋ 4 〃 クビ 193．0�

（独）

35 ニホンピロワールド 牡2鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 452－ 61：14．51� 53．7�
612 レ ソ ル テ 牝2栗 54 国分 優作
ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 466－ 21：14．7� 149．6�
611 アイファーフドオー 牡2鹿 55

52 ▲坂井 瑠星中島 稔氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 466＋ 81：16．08 23．6�
713 ヌーディストビーチ 牝2芦 54 水口 優也山上 和良氏 目野 哲也 浦河 笹地牧場 486－ 21：16．21� 286．2�
24 ベルウッドカペラ 牡2青鹿55 藤岡 康太鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 454＋ 41：17．15 26．2�
59 シュンアライブ 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 聖心台牧場 458＋10 （競走中止） 281．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，112，900円 複勝： 32，363，400円 枠連： 11，234，800円
馬連： 46，209，200円 馬単： 23，715，800円 ワイド： 28，229，100円
3連複： 66，865，500円 3連単： 84，863，700円 計： 314，594，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 290円 � 180円 枠 連（1－5） 530円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 530円 �� 330円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 11，340円

票 数

単勝票数 計 211129 的中 � 82049（1番人気）
複勝票数 計 323634 的中 � 105481（1番人気）� 19526（6番人気）� 39416（3番人気）
枠連票数 計 112348 的中 （1－5） 16261（2番人気）
馬連票数 計 462092 的中 �� 26245（5番人気）
馬単票数 計 237158 的中 �� 8641（8番人気）
ワイド票数 計 282291 的中 �� 13462（5番人気）�� 23754（2番人気）�� 5983（14番人気）
3連複票数 計 668655 的中 ��� 19151（8番人気）
3連単票数 計 848637 的中 ��� 5422（30番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．2―12．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．6―47．9―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．7
3 ・（10，7）16，1（6，11，13）8，15（2，4）（14，5）（3，12） 4 ・（10，7）16，1，6－（2，8，11）（3，4，15）5（14，13）12
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エ ッ シ ャ ー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．18 阪神7着

2014．3．29生 牡2栗 母 グラッドリー 母母 プ チ ア ノ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 シュンアライブ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドカペラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月5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。

3100211月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35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

712 ハイパーノヴァ 牡2栃栗55 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492± 01：53．3 1．3�
22 ワンフォーオール 牡2芦 55 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 61：53．62 6．8�
711 メイショウハチク 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 466± 01：53．91� 119．3�
69 クリノライメイ 牡2青鹿55 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488－ 61：54．53� 11．8�
33 ハギノシャーウッド 牡2栗 55 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 41：54．6クビ 5．4�
46 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 516＋ 41：56．210 100．0�
34 シゲルアミメキリン 牡2芦 55 田中 健森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 460＋ 41：56．62� 88．1	
814 ブルベアライノ 牡2芦 55 和田 竜二 
ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 476＋ 21：56．81� 40．5�
57 ブルベアボア 牡2鹿 55 松田 大作 
ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 468＋ 81：57．43� 127．8�
45 カシノスターダスト �2黒鹿55 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 日高 白瀬 盛雄 478－101：57．61� 138．1
610 バ ト ル ク ウ 牝2青鹿 54

52 △城戸 義政宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B464－ 41：59．5大差 272．7�
11 ロックウォーター 牡2栗 55

52 ▲荻野 極松田 整二氏 杉山 晴紀 鹿児島 服部 文明 400＋ 81：59．92� 214．3�
813 ビービーブラーヴォ �2栗 55 M．バルザローナ�坂東牧場 千田 輝彦 浦河 高昭牧場 442± 02：00．53� 160．9�

（仏）

（13頭）
58 ランドジュピター 牡2鹿 55 川田 将雅木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，879，300円 複勝： 73，665，600円 枠連： 10，057，900円
馬連： 30，873，200円 馬単： 23，792，900円 ワイド： 19，357，800円
3連複： 34，529，100円 3連単： 68，826，800円 計： 280，982，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 900円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 210円 �� 980円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 差引計 198793（返還計 9137） 的中 � 119502（1番人気）
複勝票数 差引計 736656（返還計 26436） 的中 � 577430（1番人気）� 32960（4番人気）� 3958（7番人気）
枠連票数 差引計 100579（返還計 285） 的中 （2－7） 18559（2番人気）
馬連票数 差引計 308732（返還計 66755） 的中 �� 62898（2番人気）
馬単票数 差引計 237929（返還計 50035） 的中 �� 36632（2番人気）
ワイド票数 差引計 193578（返還計 46894） 的中 �� 29554（3番人気）�� 4492（8番人気）�� 1264（20番人気）
3連複票数 差引計 345291（返還計179646） 的中 ��� 5942（10番人気）
3連単票数 差引計 688268（返還計336158） 的中 ��� 6225（21番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―13．0―12．8―13．1―12．7―12．5―12．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．1―49．9―1：03．0―1：15．7―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4F50．3―3F37．6
1
3
7，11（2，12）（9，14）10，13（4，5）1，3－6
7（11，12）2（9，14）4（5，3）－（6，13）10＝1

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

勝馬の
紹 介

ハイパーノヴァ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．3．25生 牡2栃栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 ランドジュピター号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルクウ号・ビービーブラーヴォ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

12月5日まで平地競走に出走できない。
ロックウォーター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年1月5日まで平地競
走に出走できない。

※バトルクウ号は，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。

第５回 京都競馬 第１日



3100311月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11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

33 ア リ ン ナ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B424± 01：09．3 2．2�

11 ゼ セ ル 牡2鹿 55 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 474＋ 21：09．93� 2．0�
57 � ル イ 牡2鹿 55 小林 徹弥西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B518＋121：10．64 23．0�
56 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＋10 〃 ハナ 9．1�
812 ベルエスメラルダ 牝2黒鹿54 国分 優作内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 436＋ 21：10．81� 13．3�
711 アイアンヒナマツリ 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人池上 一馬氏 西村 真幸 新ひだか グローリーファーム 414－ 2 〃 クビ 288．1	
44 デッドポイント 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 むかわ 真壁 信一 438＋ 21：10．9クビ 309．6

68 ミキノタマテバコ 牝2栗 54 和田 竜二谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 494＋ 2 〃 ハナ 24．0�
22 アグネスヴォルツ 牡2鹿 55 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 490＋101：11．11	 44．1�
710 シゲルクロネコ 牡2黒鹿55 松山 弘平森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 細川牧場 406－ 4 〃 ハナ 170．6
45 ト ダ メ チ ャ 牡2黒鹿55 松田 大作名古屋友豊� 木原 一良 新冠 松浦牧場 448－101：11．31� 111．3�
813 シゲルムササビ 牝2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 468＋ 2 〃 ハナ 313．0�
69 クリノゼノビア 牝2黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 424± 01：11．61
 126．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，154，300円 複勝： 48，827，300円 枠連： 10，689，700円
馬連： 39，372，700円 馬単： 27，866，200円 ワイド： 21，834，600円
3連複： 57，470，400円 3連単： 113，847，800円 計： 338，063，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（1－3） 160円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 120円 �� 620円 �� 540円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 181543 的中 � 63862（2番人気）
複勝票数 計 488273 的中 � 126247（2番人気）� 268710（1番人気）� 13350（5番人気）
枠連票数 計 106897 的中 （1－3） 49100（1番人気）
馬連票数 計 393727 的中 �� 177652（1番人気）
馬単票数 計 278662 的中 �� 65985（1番人気）
ワイド票数 計 218346 的中 �� 75260（1番人気）�� 6109（9番人気）�� 7129（7番人気）
3連複票数 計 574704 的中 ��� 46106（3番人気）
3連単票数 計1138478 的中 ��� 29710（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．3―11．4―11．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．2―46．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア リ ン ナ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．2．21生 牝2鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10分に変更。

3100411月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時35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

66 サトノシャーク 牡2鹿 55 M．デムーロ里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 522－ 22：01．7 1．7�
11 アルメリアブルーム 牝2鹿 54 M．バルザローナ �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 416± 02：01．8� 11．4�

（仏）

77 ブリシンガメン 牝2栗 54 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 446－ 42：02．12 47．0�
22 ゼロメリディアン 牝2黒鹿54 福永 祐一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 400± 02：02．52� 4．5�
33 アディラート 牡2黒鹿55 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 492－ 22：03．03 3．7�
44 モンテゾーロ 牝2鹿 54 国分 恭介�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 430－ 22：03．21� 189．7	
55 カ ン ナ 牝2栗 54 A．シュタルケ 石川 達絵氏 清水 久詞 日高 永村 侑 492＋ 62：04．05 21．7


（独）

88 レ ラ ン パ ゴ 牡2黒鹿55 竹之下智昭名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 502＋ 62：04．63� 52．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 25，690，800円 複勝： 55，893，400円 枠連： 発売なし
馬連： 41，253，000円 馬単： 32，415，000円 ワイド： 22，653，300円
3連複： 50，600，900円 3連単： 144，156，000円 計： 372，662，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 590円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，090円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 16，000円

票 数

単勝票数 計 256908 的中 � 119464（1番人気）
複勝票数 計 558934 的中 � 365557（1番人気）� 30292（4番人気）� 8032（7番人気）
馬連票数 計 412530 的中 �� 36413（3番人気）
馬単票数 計 324150 的中 �� 19819（5番人気）
ワイド票数 計 226533 的中 �� 18445（4番人気）�� 5078（11番人気）�� 2141（17番人気）
3連複票数 計 506009 的中 ��� 6653（13番人気）
3連単票数 計1441560 的中 ��� 6532（44番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．6―12．7―12．3―12．2―12．1―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．9―48．5―1：01．2―1：13．5―1：25．7―1：37．8―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
4（3，5）1（2，8）－7，6
4（1，3）6（7，5）（2，8）

2
4
4，5，1，3，2，8，7，6
4（1，3）6，7（5，2）8

勝馬の
紹 介

サトノシャーク 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Pure Prize デビュー 2016．10．16 京都2着

2014．2．1生 牡2鹿 母 オ ジ ャ グ ワ 母母 Open Secrets 2戦1勝 賞金 7，800，000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。



3100511月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12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
1：20．5
1：20．3

良
良

11 フェルトベルク 牝2鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 428 ―1：22．4 73．7�
510 パールズベスト 牝2青鹿54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 クビ 2．9�
23 ミヤジヴィジェ 牝2鹿 54 A．シュタルケ 曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 466 ―1：22．5� 21．4�

（独）

24 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 444 ― 〃 ハナ 6．2�

714 ハトマークワルツ 牝2栗 54 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 432 ― 〃 クビ 168．2�
36 ニシノグラマラス 牝2鹿 54 小牧 太西山 茂行氏 中竹 和也 新ひだか 山際 智 424 ―1：22．6� 64．3	
713 キ ク ノ レ レ 牝2黒鹿54 松山 弘平菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 470 ―1：22．81 185．0

48 ソリティアリング 牝2芦 54 和田 竜二 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 446 ―1：23．11� 4．2�
47 ワンパーパス 牝2黒鹿54 酒井 学橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 432 ―1：23．2� 63．9
612 タマノオータム 牝2鹿 54 国分 恭介玉腰 勇吉氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 406 ―1：23．3クビ 48．8�
816 ゴ レ ア ー ダ 牝2栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 426 ―1：23．4� 52．8�
59 オールエリザベス 牝2青鹿54 秋山真一郎�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 442 ―1：23．61� 56．4�
715 アビイロード 牝2鹿 54 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 436 ―1：23．7� 127．6�
818 エイシンフローラ 牝2青鹿54 幸 英明�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 484 ―1：23．91� 225．9�
611 カネトシジュテーム 牝2鹿 54 M．デムーロ兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 460 ―1：24．11� 11．4�
817 タガノキャラメル 牝2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 394 ―1：24．2� 205．3�
35 ベ ル ダ ム 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 402 ―1：24．83� 4．1�
12 ステラバレット 牝2青鹿54 小林 徹弥広尾レース� 森 秀行 新ひだか 木村 秀則 412 ―1：24．9� 159．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，345，900円 複勝： 36，280，000円 枠連： 15，228，500円
馬連： 49，481，700円 馬単： 25，959，100円 ワイド： 29，991，400円
3連複： 66，214，400円 3連単： 82，089，600円 計： 334，590，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，370円 複 勝 � 1，130円 � 160円 � 460円 枠 連（1－5） 4，630円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 18，470円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 6，640円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 26，100円 3 連 単 ��� 208，820円

票 数

単勝票数 計 293459 的中 � 3183（12番人気）
複勝票数 計 362800 的中 � 6483（9番人気）� 81179（1番人気）� 17790（6番人気）
枠連票数 計 152285 的中 （1－5） 2547（14番人気）
馬連票数 計 494817 的中 �� 6370（16番人気）
馬単票数 計 259591 的中 �� 1054（48番人気）
ワイド票数 計 299914 的中 �� 3362（19番人気）�� 1132（47番人気）�� 7633（11番人気）
3連複票数 計 662144 的中 ��� 1902（65番人気）
3連単票数 計 820896 的中 ��� 285（463番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．7―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．3―47．0―58．6―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェルトベルク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Pulpit 初出走

2014．5．1生 牝2鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 フラウティスタ号
※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。

3100611月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時05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
1：23．6
1：23．1

重
重

712 アップビート 牝2鹿 54 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448 ―1：25．7 7．1�

（独）

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 ―1：26．55 15．8�
611 エイシンルカーノ 牡2栗 55 幸 英明�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 466 ―1：27．13� 11．4�
22 ハクサンベル 牡2鹿 55 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 460 ―1：27．2� 1．6�
11 ディーアヴァン 牝2黒鹿54 岩田 康誠前川 俊行氏 庄野 靖志 浦河 富菜牧場 450 ―1：27．83� 43．0�
59 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 438 ―1：27．9� 9．1	
46 ダンツゴウユウ 牡2栗 55 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 468 ―1：28．0� 77．7

58 ヒロシゲスマート 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極阿尾 浩和氏 作田 誠二 浦河 安藤牧場 452 ―1：28．42� 147．6�
47 ローレルメーゼ 牝2黒鹿54 森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 464 ―1：28．82� 49．9�
814 シャワーブーケ 牝2栗 54 藤岡 康太 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 452 ―1：29．01� 22．5
610 タマモコーラス 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 448 ―1：29．63� 23．2�
23 サンマルガイア 牝2芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 482 ―1：30．13 179．7�
35 メイショウカグラ 牡2栗 55 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 492 ―1：30．52� 37．4�
34 サーストンカイザー 牡2鹿 55 四位 洋文齊藤 宣勝氏 牧浦 充徳 新ひだか 水上 習孝 514 ―1：31．45 65．2�
815 シゲルライオン 牡2黒鹿55 松山 弘平森中 蕃氏 坂口 正則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 546 ―1：39．4大差 22．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，879，800円 複勝： 29，000，300円 枠連： 15，464，000円
馬連： 45，075，000円 馬単： 26，641，800円 ワイド： 27，937，100円
3連複： 60，025，800円 3連単： 81，632，500円 計： 313，656，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 330円 � 250円 枠 連（7－7） 6，100円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 11，130円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 900円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 71，040円

票 数

単勝票数 計 278798 的中 � 31122（2番人気）
複勝票数 計 290003 的中 � 34174（2番人気）� 21055（5番人気）� 31731（3番人気）
枠連票数 計 154640 的中 （7－7） 1964（16番人気）
馬連票数 計 450750 的中 �� 6345（16番人気）
馬単票数 計 266418 的中 �� 1795（30番人気）
ワイド票数 計 279371 的中 �� 4864（15番人気）�� 8139（10番人気）�� 6995（11番人気）
3連複票数 計 600258 的中 ��� 4967（28番人気）
3連単票数 計 816325 的中 ��� 833（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―47．6―1：00．1―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップビート �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Rahy 初出走

2014．3．16生 牝2鹿 母 ファンアンドゲイムス 母母 Sharpwitted 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 シゲルライオン号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※ダンツゴウユウ号は，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。



3100711月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13時35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
1：32．3
1：32．3

良
良

11 クリアザトラック 牡2鹿 55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448 ―1：36．3 1．5�
22 サイレントアスカ 牝2鹿 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 492 ―1：36．51� 15．0�
89 ロードソリスト 牡2鹿 55 M．バルザローナ �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 452 ―1：36．71� 12．4�

（仏）

77 キーグラウンド 牡2鹿 55 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 492 ―1：37．23 11．5�
33 エイシンブリッツ 牡2栗 55 岩田 康誠�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 486 ―1：37．62� 19．7�
55 アロマドゥルセ 牝2青鹿54 福永 祐一 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442 ―1：37．7クビ 3．9

810 ハヤブサピクシー 牝2鹿 54 松若 風馬武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 406 ―1：37．91� 93．4�
78 プリンスオブペスカ 牡2鹿 55 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480 ―1：38．43 37．4�
66 トゥットベーネ 牡2鹿 55 松山 弘平加藤 誠氏 森田 直行 浦河 駿河牧場 506 ―1：39．25 78．9
44 カシノメガロス 牡2鹿 55 酒井 学柏木 務氏 田所 秀孝 新冠 前川 隆範 528 ―1：39．51� 151．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，901，400円 複勝： 65，143，000円 枠連： 10，618，200円
馬連： 44，353，100円 馬単： 35，756，100円 ワイド： 24，979，600円
3連複： 54，151，600円 3連単： 126，742，400円 計： 392，645，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 230円 枠 連（1－2） 900円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 340円 �� 330円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 5，790円

票 数

単勝票数 計 309014 的中 � 161949（1番人気）
複勝票数 計 651430 的中 � 477544（1番人気）� 26312（4番人気）� 21231（5番人気）
枠連票数 計 106182 的中 （1－2） 9045（4番人気）
馬連票数 計 443531 的中 �� 40799（3番人気）
馬単票数 計 357561 的中 �� 25867（3番人気）
ワイド票数 計 249796 的中 �� 19640（4番人気）�� 20232（3番人気）�� 4988（13番人気）
3連複票数 計 541516 的中 ��� 17664（7番人気）
3連単票数 計1267424 的中 ��� 15863（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―36．2―49．2―1：01．9―1：14．2―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリアザトラック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2014．2．9生 牡2鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 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を表示している。

3100811月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

812 アドマイヤロケット 牡4青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 61：58．5 23．8�
22 ストライクイーグル 牡3青鹿55 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 B496－101：58．6� 33．7�
33 オ ル ナ 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 512± 01：59．13 2．3�
56 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 21：59．41� 4．6�
11 スマイルフォース 牡4鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 458－ 21：59．82� 132．0	
811 ガ ン コ 牡3青鹿55 岩田 康誠杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 484－ 8 〃 ハナ 14．5

44 ドンアルフォンス 牡4黒鹿57 松若 風馬山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 466＋102：00．01� 58．4�
68 メイショウカマクラ 牡3青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528＋ 62：00．1クビ 4．6�
79 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿55 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 506＋ 82：00．41� 7．9
67 グランジャー 牡3栗 55 A．シュタルケ 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526＋ 82：01．78 13．7�

（独）

710� ワイドワーグナー 牡4青鹿 57
54 ▲荻野 極幅田 昌伸氏 庄野 靖志 日高 法理牧場 520－ 42：02．12� 219．0�

55 ディアスプマンテ 牝3栗 53 M．バルザローナ �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 440－ 62：03．8大差 50．5�
（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，043，200円 複勝： 34，552，800円 枠連： 13，955，700円
馬連： 61，016，500円 馬単： 33，533，200円 ワイド： 34，620，000円
3連複： 76，887，000円 3連単： 124，924，900円 計： 405，533，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 460円 � 670円 � 140円 枠 連（2－8） 11，740円

馬 連 �� 38，190円 馬 単 �� 67，240円

ワ イ ド �� 8，090円 �� 910円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 20，360円 3 連 単 ��� 235，860円

票 数

単勝票数 計 260432 的中 � 8718（7番人気）
複勝票数 計 345528 的中 � 15716（7番人気）� 10015（9番人気）� 95001（1番人気）
枠連票数 計 139557 的中 （2－8） 921（20番人気）
馬連票数 計 610165 的中 �� 1238（46番人気）
馬単票数 計 335332 的中 �� 374（84番人気）
ワイド票数 計 346200 的中 �� 1059（46番人気）�� 10104（12番人気）�� 6204（14番人気）
3連複票数 計 768870 的中 ��� 2831（53番人気）
3連単票数 計1249249 的中 ��� 384（423番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．2―13．0―12．5―12．6―12．4―12．1―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―30．6―43．6―56．1―1：08．7―1：21．1―1：33．2―1：45．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤロケット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．6．29 阪神4着

2012．2．29生 牡4青鹿 母 リッチアフェアー 母母 Much Too Risky 12戦2勝 賞金 18，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアスプマンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月5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。



3100911月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第9競走 ��
��1，800�

お う み

近 江 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．11．7以降28．10．30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 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

58 クリノラホール 牝3芦 52 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446－ 21：46．6 7．1�
34 トーアライジン 牡3芦 54 M．デムーロ高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 498－ 21：46．81� 6．2�
814 フロムマイハート 牝3栗 52 高倉 稜 �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 442± 0 〃 クビ 18．2�
33 サウンドアプローズ 牡4黒鹿57 福永 祐一増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 490－ 21：46．9クビ 5．5�
69 アグネスミニッツ 牡5栗 54 太宰 啓介渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 518＋14 〃 ハナ 69．7�
711 ル ア ン ジ ュ 牝4青 53 M．バルザローナ �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 488± 01：47．0� 17．1	

（仏）

11 ナイトオブナイツ 牡3栗 54 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 446＋ 8 〃 クビ 5．5


610 デンコウリキ 牡6黒鹿54 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 510＋101：47．1クビ 36．2�
813 ナムラアッパー 牡5鹿 54 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 430＋ 2 〃 クビ 26．3�
22 ディープウェーブ 牡6青鹿54 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 0 〃 ハナ 20．9
46 ヒルノマゼラン 牡3黒鹿54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 504＋ 81：47．2クビ 4．0�
45 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 472－ 21：47．3� 38．9�
57 ウインミレーユ 牝3黒鹿51 松若 風馬�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 41：47．51 25．2�
712 サトノスティング 牡5青鹿55 A．シュタルケ 里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 460± 01：48．24 25．5�

（独）

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，283，700円 複勝： 56，650，900円 枠連： 24，654，200円
馬連： 96，021，400円 馬単： 40，003，000円 ワイド： 53，059，000円
3連複： 135，975，000円 3連単： 161，456，800円 計： 601，104，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 290円 � 480円 枠 連（3－5） 980円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，860円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 14，190円 3 連 単 ��� 75，660円

票 数

単勝票数 計 332837 的中 � 37229（5番人気）
複勝票数 計 566509 的中 � 78449（3番人気）� 50889（5番人気）� 27147（8番人気）
枠連票数 計 246542 的中 （3－5） 19339（2番人気）
馬連票数 計 960214 的中 �� 29854（10番人気）
馬単票数 計 400030 的中 �� 5938（21番人気）
ワイド票数 計 530590 的中 �� 16092（8番人気）�� 7271（21番人気）�� 5172（33番人気）
3連複票数 計1359750 的中 ��� 7183（49番人気）
3連単票数 計1614568 的中 ��� 1547（249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．2―48．5―1：00．8―1：12．7―1：24．4―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．9
3 9，12（8，11）（3，6，10）5（1，13）14（7，4）－2 4 9，12（8，11）（3，6，10，4）（5，13）（1，14）（7，2）

勝馬の
紹 介

クリノラホール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．21 阪神3着

2013．3．18生 牝3芦 母 クリノビャクダン 母母 エプソムジョーオー 14戦3勝 賞金 50，750，000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。

3101011月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第10競走 ��
��1，400�

き ぶ ね

貴船ステークス
発走15時10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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

711 スマートアヴァロン 牡4黒鹿57 川田 将雅大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 514± 01：23．7 2．6�
22 カネトシビバーチェ 牝5鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 460＋ 21：23．8� 12．0�
33 	 テーオーヘリオス 牡4鹿 57 M．デムーロ小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 508＋121：23．9
 8．3�
57 プレスティージオ 牡3栗 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 486＋121：24．21
 3．2�
712 ハニードント 牝5栗 55 小牧 太薪浦 州平氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 456± 01：24．3クビ 92．9�
69 ダテノハクトラ 牡5芦 57 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 494＋ 21：24．51� 74．2�
813 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506＋ 21：24．6� 36．0	
46 メイショウアイアン 牡6鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 504＋ 81：24．7� 44．7

610 ヨ シ オ 牡3鹿 56 松若 風馬仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470＋101：24．8� 17．9�
11 	 ジープルメリア 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

456＋ 41：24．9
 6．4
34 ナリタモード 牝5栗 55 M．バルザローナ�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 460± 0 〃 クビ 140．8�

（仏）

58 モ ン テ ネ オ 牡6黒鹿57 岩田 康誠毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 474－ 61：25．11� 100．7�
45 ダイリュウキセキ 牝5黒鹿55 福永 祐一大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 452＋ 21：25．2� 43．4�
814 ウエスタンラムール 牡4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 464＋121：25．83� 28．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，706，700円 複勝： 52，534，300円 枠連： 23，030，600円
馬連： 112，143，100円 馬単： 51，294，500円 ワイド： 56，973，800円
3連複： 144，150，800円 3連単： 213，056，900円 計： 692，890，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 240円 � 260円 枠 連（2－7） 1，410円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 450円 �� 570円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 15，360円

票 数

単勝票数 計 397067 的中 � 119066（1番人気）
複勝票数 計 525343 的中 � 126089（1番人気）� 50029（4番人気）� 44188（5番人気）
枠連票数 計 230306 的中 （2－7） 12611（6番人気）
馬連票数 計1121431 的中 �� 63934（4番人気）
馬単票数 計 512945 的中 �� 19419（5番人気）
ワイド票数 計 569738 的中 �� 34266（3番人気）�� 25913（6番人気）�� 9929（13番人気）
3連複票数 計1441508 的中 ��� 27443（12番人気）
3連単票数 計2130569 的中 ��� 10053（42番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．2―11．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．5―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアヴァロン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．11．2 京都1着

2012．3．27生 牡4黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 18戦5勝 賞金 101，198，000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。



3101111月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第21回KBS京都賞ファンタジーステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

KBS京都賞（1着）
賞 品

本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

11 ミ ス エ ル テ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－ 61：21．8 1．4�
67 ショーウェイ 牝2鹿 54 松若 風馬吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 474＋ 61：22．01� 148．7�
710 デ ィ ア ド ラ 牝2鹿 54 M．デムーロ森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 6．9�
812 クインズサリナ 牝2黒鹿54 A．シュタルケ 亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 434＋ 4 〃 クビ 32．8�

（独）

79 ゴールドケープ 牝2鹿 54 M．バルザローナ �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 424－ 21：22．1� 116．6	
（仏）

22 ドロウアカード 牝2栗 54 福永 祐一�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 21：22．31� 15．8


33 ア オ ア ラ シ 牝2黒鹿54 松田 大作松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 440± 01：22．51	 90．1�
68 ブラックオニキス 牝2青鹿54 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 410＋ 2 〃 アタマ 10．9�
811 ヤマカツグレース 牝2栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448± 01：22．6クビ 6．4
56 メイショウカリン 牝2鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 480± 01：22．7	 67．5�
55 クールファンタジー 牝2黒鹿54 四位 洋文川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 446± 01：22．91� 60．8�
44 モ ン ロ ー 牝2芦 54 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 448＋ 81：23．43 23．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 117，273，200円 複勝： 213，472，200円 枠連： 47，489，100円
馬連： 283，843，300円 馬単： 173，578，400円 ワイド： 141，935，400円
3連複： 407，405，900円 3連単： 885，671，200円 計： 2，270，668，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，760円 � 190円 枠 連（1－6） 690円

馬 連 �� 10，240円 馬 単 �� 10，990円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 310円 �� 10，910円

3 連 複 ��� 23，080円 3 連 単 ��� 96，220円

票 数

単勝票数 計1172732 的中 � 625959（1番人気）
複勝票数 計2134722 的中 � 1323806（1番人気）� 10248（12番人気）� 153197（3番人気）
枠連票数 計 474891 的中 （1－6） 52900（3番人気）
馬連票数 計2838433 的中 �� 21476（26番人気）
馬単票数 計1735784 的中 �� 11840（28番人気）
ワイド票数 計1419354 的中 �� 7879（34番人気）�� 138463（2番人気）�� 3026（52番人気）
3連複票数 計4074059 的中 ��� 13237（61番人気）
3連単票数 計8856712 的中 ��� 6673（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．5―47．3―59．3―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ス エ ル テ �
�
父 Frankel �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．9．24 阪神1着

2014．4．7生 牝2鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 2戦2勝 賞金 36，420，000円
〔制裁〕 クインズサリナ号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3101211月5日 晴 良 （28京都5）第1日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （ダート・右）
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
1：09．1
1：08．7

重
重

815� ゴルゴバローズ 牡3鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden
Brook Farm 524＋121：10．6 2．8�

714 テーオーソルジャー 牡5栗 57 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：11．23	 35．9�
510 ア レ ッ ト 
5青 57 川田 将雅 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 518－ 2 〃 クビ 5．4�
24 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490－ 21：11．41	 12．3�
11 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 444＋ 61：11．61 19．2�
612 ティップトップ 牝5鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 4 〃 クビ 8．0�
48 ミ ス キ ラ ラ 牝3黒鹿54 池添 謙一窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 480－10 〃 アタマ 34．8	
611 サーティグランド 牡4鹿 57 A．シュタルケ 山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 502－ 41：12．13 6．3


（独）

713� ランディングバース 牡4鹿 57
54 ▲坂井 瑠星 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B546＋ 81：12．2クビ 227．9�
35 タガノヴィッター 牡3鹿 56 四位 洋文八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 21：12．51� 5．8
59 アラタマシャトル 牡5鹿 57 幸 英明荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 488＋ 6 〃 クビ 268．5�
23 マッドアバウトユー 牝5栗 55 酒井 学加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 472＋101：12．6クビ 102．8�
12 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498± 01：12．81� 23．8�
47 タ タ ラ 牡4栗 57

55 △城戸 義政 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 424＋ 2 〃 クビ 222．2�
36  ハッチャンハッピー 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 458＋ 41：12．9クビ 206．6�
816 ダイヤモンドハイ 牝5鹿 55 高倉 稜布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 446－ 21：13．43 146．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，971，000円 複勝： 77，725，400円 枠連： 36，461，500円
馬連： 142，205，400円 馬単： 58，775，800円 ワイド： 77，992，000円
3連複： 192，770，000円 3連単： 270，747，200円 計： 913，648，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 660円 � 180円 枠 連（7－8） 3，830円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 380円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 30，710円

票 数

単勝票数 計 569710 的中 � 157546（1番人気）
複勝票数 計 777254 的中 � 153562（1番人気）� 21861（9番人気）� 119430（2番人気）
枠連票数 計 364615 的中 （7－8） 7365（17番人気）
馬連票数 計1422054 的中 �� 19994（22番人気）
馬単票数 計 587758 的中 �� 5891（32番人気）
ワイド票数 計 779920 的中 �� 10461（26番人気）�� 58941（1番人気）�� 11117（22番人気）
3連複票数 計1927700 的中 ��� 24560（18番人気）
3連単票数 計2707472 的中 ��� 6390（99番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．2―11．8―11．8―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴルゴバローズ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Meadowlake デビュー 2015．10．17 東京2着

2013．4．3生 牡3鹿 母 Molly Peaches 母母 Proper Dial 5戦3勝 賞金 25，500，000円
〔騎手変更〕 マッドアバウトユー号の騎手竹之下智昭は，馬場入場時の落馬負傷のため酒井学に変更。
※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 キタサンサジン号・タイセイラナキラ号・マーティンオート号・ラブミークン号
※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。



（28京都5）第1日 11月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

231，420，000円
2，530，000円
18，940，000円
1，460，000円
25，150，000円
63，714，000円
4，390，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
446，242，200円
776，108，600円
218，884，200円
991，847，600円
553，331，800円
539，563，100円
1，347，046，400円
2，358，015，800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 7，231，039，700円

総入場人員 17，123名 （有料入場人員 16，028名）
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