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3101311月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

711 テンザワールド 牡2栗 55 松田 大作天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 430＋ 61：26．0 3．5�
69 エイシンスペード 牡2栗 55 藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 482－ 21：26．63� 95．9�
710 スーサンゴー 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452＋ 2 〃 ハナ 3．0�
44 メイショウオオヅツ 牡2鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 534＋ 6 〃 クビ 3．5�
68 メイショウタンヅツ 牡2鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 456± 01：26．91� 33．8�
45 デ フ ィ 牡2鹿 55 内田 博幸佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 504＋141：27．0� 7．4	
57 � ジーエンゲージ 牝2黒鹿54 四位 洋文�グランプリ 昆 貢 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

448－ 81：27．53 12．3

813 チェリーボンボン 牝2青鹿54 田中 健山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 430± 0 〃 クビ 97．5�
22 メタルフリー 牡2栗 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 468＋ 81：27．71	 81．8�
11 サンマルトビー 牡2黒鹿55 岩田 康誠相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 480＋10 〃 クビ 28．2
812 アイファータレント 牡2鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 484＋ 2 〃 アタマ 235．6�
33 フライングスター 牡2栗 55 M．バルザローナ 藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 502－ 41：30．9大差 34．7�

（仏）

56 ステラポラーレ 牡2栗 55 幸 英明藤田 孟司氏 大根田裕之 新ひだか 加野牧場 442－ 6 〃 クビ 82．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，763，700円 複勝： 27，006，500円 枠連： 14，836，000円
馬連： 49，289，500円 馬単： 26，288，300円 ワイド： 29，361，500円
3連複： 74，941，200円 3連単： 104，471，200円 計： 345，957，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 1，780円 � 130円 枠 連（6－7） 2，100円

馬 連 �� 14，550円 馬 単 �� 27，730円

ワ イ ド �� 4，870円 �� 250円 �� 4，440円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 125，400円

票 数

単勝票数 計 197637 的中 � 44762（3番人気）
複勝票数 計 270065 的中 � 55213（3番人気）� 2264（12番人気）� 67940（1番人気）
枠連票数 計 148360 的中 （6－7） 5469（7番人気）
馬連票数 計 492895 的中 �� 2624（27番人気）
馬単票数 計 262883 的中 �� 711（51番人気）
ワイド票数 計 293615 的中 �� 1362（39番人気）�� 37730（1番人気）�� 1495（35番人気）
3連複票数 計 749412 的中 ��� 4199（36番人気）
3連単票数 計1044712 的中 ��� 604（272番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．2―12．3―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．4―59．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンザワールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．10．22 京都2着

2014．2．10生 牡2栗 母 クォリティシーズン 母母 コンファームドダンサー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 サンマルトビー号の騎手竹之下智昭は，第1日第12競走での馬場入場時の落馬負傷のため岩田康誠に変更。
〔発走状況〕 アイファータレント号は，枠入り不良。
〔制裁〕 スーサンゴー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※エイシンスペード号は，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。

3101411月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・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
1：32．3
1：32．3

良
良

68 ダノンディーヴァ 牝2黒鹿54 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 458－ 41：34．4 2．9�
812 ヴィルデローゼ 牝2黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：34．5� 8．2�
33 ファミーユボヌール 牝2黒鹿54 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：34．81� 29．1�
711 ローズストリート 牝2鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 6 〃 アタマ 5．2�
57 ピンクガーベラ 牝2芦 54 内田 博幸�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424＋ 81：34．9� 35．1	
11 ネオレジェンド 牝2黒鹿54 藤岡 康太嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 462－ 61：35．0� 14．2

813 フィアマロッサ 牝2栗 54 和田 竜二 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：35．21 100．1�
710 ビートフォーセール 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452－ 8 〃 ハナ 4．2�
22 ダンツストーク 牝2青鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 21：35．3� 10．4
45 ダノンキラメキ 牝2黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 450± 01：35．72� 31．4�
44 モンスールデジール 牝2鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 462－ 2 〃 クビ 50．8�
69 ヴォカツィオーネ 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �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 436± 01：36．01� 20．3�

56 ニシノオマージュ 牝2鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 須貝 尚介 新冠 村上 欽哉 B450＋101：36．1� 48．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，965，100円 複勝： 38，239，100円 枠連： 13，852，000円
馬連： 55，654，200円 馬単： 26，773，300円 ワイド： 35，267，300円
3連複： 79，548，600円 3連単： 97，601，200円 計： 372，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 260円 � 520円 枠 連（6－8） 1，020円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，290円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 28，550円

票 数

単勝票数 計 259651 的中 � 71509（1番人気）
複勝票数 計 382391 的中 � 87520（1番人気）� 36085（4番人気）� 14658（8番人気）
枠連票数 計 138520 的中 （6－8） 10487（3番人気）
馬連票数 計 556542 的中 �� 32595（3番人気）
馬単票数 計 267733 的中 �� 9879（5番人気）
ワイド票数 計 352673 的中 �� 18828（4番人気）�� 6839（13番人気）�� 3727（29番人気）
3連複票数 計 795486 的中 ��� 7638（26番人気）
3連単票数 計 976012 的中 ��� 2478（81番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．9―11．6―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．0―46．9―58．5―1：10．2―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンディーヴァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．10 京都3着

2014．5．15生 牝2黒鹿 母 ダノンプリマドンナ 母母 ゴーカロライナ 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第５回 京都競馬 第２日



3101511月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10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

812 ブルベアパンサー 牡2栗 55
52 ▲荻野 極 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 454＋ 21：53．8 6．3�

57 ブルベアラクーン 牡2栗 55 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 524＋ 21：54．22� 8．5�
45 メイショウヤエヤマ 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 486± 01：54．73 1．9�
710 コウユーヌレエフ 牡2黒鹿55 大下 智加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 478－ 21：55．55 46．6�
44 ショウナンハドル 牡2黒鹿55 池添 謙一国本 哲秀氏 浜田多実雄 新ひだか 松本牧場 472± 01：55．6クビ 5．3�
56 テイエムダンシャク 牡2鹿 55 松山 弘平竹園 正繼氏 池添 学 日高 日高テイエム

牧場株式会社 488＋ 61：55．81� 109．9	
68 ミズデッポウ 牡2栗 55 杉浦 健太山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 474＋ 2 〃 ハナ 28．6


（兵庫）

711 ブライトクォーツ 牡2鹿 55 M．バルザローナ �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 13．5�
（仏）

69 メイショウイッポン 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 492－ 61：56．11� 22．0
11 キングラズベリー 牡2栗 55 高倉 稜山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 458＋ 21：56．73� 25．0�
813 タガノブルゴーニュ 牡2鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 奥村 豊 浦河 大北牧場 486＋ 2 〃 ハナ 49．4�
33 イ ヴ レ ア 牡2栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 476＋221：56．91 40．4�
22 キクノビエント 牡2栗 55 藤懸 貴志菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 株式会社

RUMIファーム 472－ 62：00．7大差 323．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，140，900円 複勝： 31，627，800円 枠連： 14，446，300円
馬連： 47，430，400円 馬単： 27，587，000円 ワイド： 31，926，300円
3連複： 68，902，000円 3連単： 99，770，600円 計： 343，831，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 170円 � 110円 枠 連（5－8） 2，410円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 650円 �� 350円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 10，490円

票 数

単勝票数 計 221409 的中 � 27732（3番人気）
複勝票数 計 316278 的中 � 31680（4番人気）� 39015（3番人気）� 99952（1番人気）
枠連票数 計 144463 的中 （5－8） 4627（9番人気）
馬連票数 計 474304 的中 �� 16777（8番人気）
馬単票数 計 275870 的中 �� 5249（11番人気）
ワイド票数 計 319263 的中 �� 11675（8番人気）�� 24131（2番人気）�� 21706（3番人気）
3連複票数 計 689020 的中 ��� 36138（3番人気）
3連単票数 計 997706 的中 ��� 6890（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．7―13．3―12．8―12．6―12．7―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．6―49．9―1：02．7―1：15．3―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブルベアパンサー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．7．9 中京7着

2014．5．25生 牡2栗 母 プリンセスティアラ 母母 アグネススイート 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ブルベアパンサー号の騎手荻野極は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノビエント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月6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または施行団体名を表示している。

3101611月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時40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
1：45．9

良
良

45 ソーグリッタリング 牡2鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482＋121：48．7 1．6�
813 スズカロング 牡2鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472－ 21：48．91� 9．8�
812 ペ ガ ー ズ 牡2鹿 55 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 472＋ 81：49．11 82．3�
711 ラントシャフト 牝2栗 54 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 2 〃 クビ 6．7�

（仏）

11 メイショウカミシマ 牡2黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 452－ 2 〃 ハナ 63．5	
56 メイショウテンシャ 牡2芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 460－101：49．2� 5．0

69 タマモヒナマツリ 牝2鹿 54 北村 友一タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 434－ 21：49．73 15．5�
710 ユキノタイガ 牡2芦 55 松田 大作村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 484＋ 21：50．01� 320．4�
44 コスモリョウゲツ 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：50．1クビ 89．6
22 エ ー ル 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 6 〃 クビ 93．3�
57 シェッドラスター 牝2鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 462－ 21：50．2クビ 56．9�
33 ブルベアバック 牡2鹿 55 幸 英明 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 430＋ 2 〃 アタマ 15．0�
68 コパノカーニバル 牡2鹿 55 古川 吉洋小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 41：50．73 76．5�
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売 得 金
単勝： 25，753，200円 複勝： 75，027，000円 枠連： 11，918，500円
馬連： 53，855，500円 馬単： 37，385，200円 ワイド： 35，117，900円
3連複： 73，660，400円 3連単： 134，351，500円 計： 447，069，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，150円 枠 連（4－8） 600円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，720円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 9，820円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 計 257532 的中 � 121504（1番人気）
複勝票数 計 750270 的中 � 479985（1番人気）� 47128（4番人気）� 5416（10番人気）
枠連票数 計 119185 的中 （4－8） 15271（2番人気）
馬連票数 計 538555 的中 �� 64985（3番人気）
馬単票数 計 373852 的中 �� 33733（3番人気）
ワイド票数 計 351179 的中 �� 32175（3番人気）�� 4892（19番人気）�� 1643（38番人気）
3連複票数 計 736604 的中 ��� 5621（32番人気）
3連単票数 計1343515 的中 ��� 3656（77番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―11．5―12．5―12．3―12．1―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．2―48．7―1：01．0―1：13．1―1：25．1―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーグリッタリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 中京4着

2014．2．19生 牡2鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 3戦1勝 賞金 8，100，000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。



3101711月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時30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

55 ダノンディスタンス 牡2鹿 55 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 526 ―2：04．3 6．0�
77 ヒ シ マ サ ル 牡2黒鹿55 浜中 俊阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502 ― 〃 クビ 3．3�
22 ナンヨープルートー 牡2鹿 55 池添 謙一中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 488 ―2：04．4クビ 6．5�
33 メイプルストロング 牡2鹿 55 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 498 ―2：04．82� 56．4�
810 ザ ク イ ー ン 牝2黒鹿54 川田 将雅�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482 ―2：04．9クビ 1．9�
11 デンコウグロリアス 牡2鹿 55 古川 吉洋田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 482 ― 〃 クビ 131．4	
66 ディレットーレ 牡2黒鹿55 松田 大作 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 ―2：05．0� 54．6

89 ゴールドポセイドン 牡2鹿 55 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 454 ―2：05．1� 21．0�
44 トーヨーピース 牡2鹿 55 松若 風馬中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 460 ―2：05．2� 70．2�
78 テイルインジエアー 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 平取 北島牧場 496 ―2：06．68 64．5
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売 得 金
単勝： 31，556，000円 複勝： 26，513，400円 枠連： 10，123，000円
馬連： 45，224，900円 馬単： 31，195，700円 ワイド： 24，959，100円
3連複： 56，298，400円 3連単： 110，748，900円 計： 336，619，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 140円 � 160円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 300円 �� 460円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 315560 的中 � 41841（3番人気）
複勝票数 計 265134 的中 � 32131（4番人気）� 58286（2番人気）� 40007（3番人気）
枠連票数 計 101230 的中 （5－7） 9822（4番人気）
馬連票数 計 452249 的中 �� 41692（4番人気）
馬単票数 計 311957 的中 �� 10850（10番人気）
ワイド票数 計 249591 的中 �� 22647（3番人気）�� 13015（7番人気）�� 17956（5番人気）
3連複票数 計 562984 的中 ��� 33429（4番人気）
3連単票数 計1107489 的中 ��� 11242（23番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．3―13．5―13．1―12．0―12．4―12．1―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．3―38．6―52．1―1：05．2―1：17．2―1：29．6―1：41．7―1：53．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンディスタンス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．1．31生 牡2鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ザクイーン号は，発進不良〔外側に逃避〕。

3101811月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：20．5
1：20．3

良
良

79 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486 ―1：22．8 17．9�
812 レディギャング 牝2芦 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 464 ― 〃 ハナ 11．8�
55 ダイナマイトガイ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 470 ―1：23．01� 4．2�
811 マ ナ ロ ー ラ 牝2黒鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446 ―1：23．21� 2．2�
11 ト モ ダ チ 牡2黒鹿55 松若 風馬小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 454 ―1：23．41� 18．8	
710 ティーティクイーン 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 462 ― 〃 クビ 18．1

67 トモリエール 牡2鹿 55 浜中 俊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 456 ―1：23．61	 4．8�
33 セクターヒーロー 牡2黒鹿55 高田 潤野田 善己氏 村山 明 新ひだか 中橋 清 448 ―1：23．7クビ 44．6�
44 オーミルーティン 牡2鹿 55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 浦河 市川牧場 470 ―1：24．23 13．3
22 サンレイハリケーン 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 416 ―1：25．37 115．3�
56 メイショウシラカバ 牝2鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484 ―1：27．2大差 56．8�
68 アイファーチェンジ 牝2青鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 408 ―1：33．5大差 280．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，143，500円 複勝： 28，208，100円 枠連： 15，150，200円
馬連： 50，841，200円 馬単： 27，123，800円 ワイド： 28，610，300円
3連複： 61，629，800円 3連単： 89，827，300円 計： 326，534，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 390円 � 260円 � 180円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 14，200円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，140円 �� 810円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 70，020円

票 数

単勝票数 計 251435 的中 � 11201（6番人気）
複勝票数 計 282081 的中 � 15980（7番人気）� 27599（4番人気）� 46991（2番人気）
枠連票数 計 151502 的中 （7－8） 15340（3番人気）
馬連票数 計 508412 的中 �� 5280（24番人気）
馬単票数 計 271238 的中 �� 1432（43番人気）
ワイド票数 計 286103 的中 �� 4021（21番人気）�� 6447（15番人気）�� 9284（8番人気）
3連複票数 計 616298 的中 ��� 5001（34番人気）
3連単票数 計 898273 的中 ��� 930（229番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―11．9―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．5―47．4―59．0―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ア ブ ラ ヴ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2014．3．6生 牡2黒鹿 母 ジ ェ シ カ 母母 セシルカット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーチェンジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月6日まで平地

競走に出走できない。



3101911月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：21．7
1：21．5

重
不良

11 レッドヴェルサス 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B512± 01：24．3 3．5�
611 メイショウノボサン 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 468± 01：24．4� 20．2�
23 モンラッシェ 牡5栗 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 472＋ 41：24．61� 5．3�
59 ミトノゴールド 牡4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＋ 21：25．02� 4．3�
816 シルバーソード 牡4鹿 57 内田 博幸�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 41：25．1� 16．8�
48 ノースウッド 牡4鹿 57 藤岡 康太 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 510－ 2 〃 ハナ 20．6	
510 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 北村 友一 
キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 520＋ 81：25．2� 9．5�
714	 プレスアテンション 牡5栗 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 536＋181：25．3� 60．6�
24 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿55 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 446－ 21：25．4� 36．3
12 フィールブリーズ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 530＋ 61：25．5� 19．3�
35 	 キングヴァラール 牡4黒鹿57 松田 大作阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 516＋ 61：25．6� 71．2�
36 ダンツアトラス 牡6鹿 57 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 2 〃 ハナ 7．4�
612 アナフィエル 牝3栗 54 和田 竜二�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 21：25．7クビ 45．7�
47 キ ラ パ ワ ー 牡3栗 56 田中 健山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 470＋101：26．23 135．1�
713 クロスアンジュ 牝3青鹿54 酒井 学吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B478＋ 31：26．83� 202．7�
815 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 54 松山 弘平野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 448＋ 21：28．8大差 161．3�
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売 得 金
単勝： 30，719，000円 複勝： 47，906，500円 枠連： 21，810，400円
馬連： 79，406，800円 馬単： 36，605，900円 ワイド： 47，491，500円
3連複： 112，196，200円 3連単： 139，784，600円 計： 515，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 360円 � 180円 枠 連（1－6） 2，190円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 360円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 20，850円

票 数

単勝票数 計 307190 的中 � 69821（1番人気）
複勝票数 計 479065 的中 � 97930（1番人気）� 26095（7番人気）� 73626（3番人気）
枠連票数 計 218104 的中 （1－6） 7718（9番人気）
馬連票数 計 794068 的中 �� 20340（10番人気）
馬単票数 計 366059 的中 �� 5786（18番人気）
ワイド票数 計 474915 的中 �� 9849（14番人気）�� 37183（2番人気）�� 9343（16番人気）
3連複票数 計1121962 的中 ��� 21011（11番人気）
3連単票数 計1397846 的中 ��� 4859（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―46．9―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴェルサス �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2015．6．28 阪神2着

2013．5．16生 牡3鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out 18戦2勝 賞金 33，970，000円
〔騎手変更〕 テイエムジョウネツ号の騎手竹之下智昭は，第1日第12競走での馬場入場時の落馬負傷のため四位洋文に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テイエムハヤブサ号・マチルダ号

3102011月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 1，600，000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

35 レッドディオーサ 牝3鹿 53 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 452± 01：50．7 3．5�
12 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 53 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 496＋ 81：50．91� 5．8�
815 クリノリトミシュル 牝3鹿 53 小牧 太栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 506＋ 61：51．32� 3．6�
36 レインボーソング 牝4鹿 55 M．バルザローナ 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B482－ 21：51．4クビ 122．6�

（仏）

713 ブロンクスシルバー 牝5芦 55 藤岡 康太 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498－ 81：51．5� 216．8	
48 ヴ ァ ロ ー ア 牝4鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 464＋ 21：51．6� 26．5

611 ハッピーエム 牝5鹿 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 450＋261：51．81� 133．0�
59 ティンバレス 牝4青鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋201：51．9クビ 10．0�
510 ワンダーピルエット 牝3鹿 53 岩田 康誠山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 482＋ 8 〃 アタマ 17．3
714 ブランシェクール 牝3芦 53 内田 博幸 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 12．0�
612 ビ ス カ リ ア 牝4鹿 55 松山 弘平 �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 464＋ 41：52．43 33．2�
24 マ ユ キ 牝5栗 55 北村 友一稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 486± 0 〃 クビ 126．8�
816 シュシュブリーズ 牝5黒鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋101：52．5� 126．9�
11 パフュームボム 牝5鹿 55

52 ▲荻野 極飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 490＋101：52．6クビ 35．8�
23 メイショウブーケ 牝5栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B468± 01：53．13 55．1�
47 エ キ ド ナ 牝3青鹿53 松若 風馬�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 486± 01：53．2� 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，882，300円 複勝： 52，904，200円 枠連： 22，519，700円
馬連： 86，900，600円 馬単： 37，786，000円 ワイド： 48，528，600円
3連複： 116，945，200円 3連単： 148，842，800円 計： 549，309，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 160円 � 130円 枠 連（1－3） 1，090円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 470円 �� 310円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 348823 的中 � 78969（1番人気）
複勝票数 計 529042 的中 � 89576（2番人気）� 74209（3番人気）� 123084（1番人気）
枠連票数 計 225197 的中 （1－3） 15939（3番人気）
馬連票数 計 869006 的中 �� 57330（3番人気）
馬単票数 計 377860 的中 �� 14057（3番人気）
ワイド票数 計 485286 的中 �� 25275（4番人気）�� 41886（1番人気）�� 30056（3番人気）
3連複票数 計1169452 的中 ��� 63963（1番人気）
3連単票数 計1488428 的中 ��� 15587（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．4―48．5―1：01．1―1：13．5―1：25．7―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドディオーサ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．1．24 京都6着

2013．2．9生 牝3鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 7戦3勝 賞金 27，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スリーアロー号
※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。



3102111月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第9競走 ��
��1，200�

だ い ご

醍 醐 特 別
発走14時35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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ナリタスターワン 牡4鹿 57 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 474＋ 21：08．3 5．3�
48 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿54 幸 英明�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 466－ 41：08．4� 3．7�
11 サザンライツ 牡5鹿 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 506＋ 21：08．5	 15．6�
47 スマートカルロス 牡4鹿 57 岩田 康誠大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 484＋10 〃 ハナ 6．5�
510 マジックシャトル 牡4栗 57 北村 友一林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 506＋ 61：08．6クビ 49．3	
23 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 55 小牧 太上村 利幸氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 486＋ 2 〃 クビ 24．6

817 ワキノヒビキ 牡4鹿 57 松若 風馬脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 526＋221：08．7クビ 83．5�
59 � テ ン テ マ リ 牝5黒鹿55 酒井 学中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B444－ 6 〃 ハナ 77．1�
714 ビットレート 牝4栗 55 M．バルザローナ �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468＋16 〃 クビ 24．5

（仏）

35 ペイシャオブロー 牡4鹿 57 松山 弘平北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500± 01：08．8クビ 46．9�
611 オウケンビリーヴ 牝3芦 54 川田 将雅福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476－101：08．9� 7．5�
612 ラインロバート 牡7青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 251．8�
715 レオパルディナ 牝4鹿 55 古川 吉洋 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 452－ 81：09．0クビ 82．0�
36 パーリオミノル 牝3鹿 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 452＋ 2 〃 クビ 37．1�
818 グランシェリー 牝5芦 55 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 524± 0 〃 ハナ 4．3�
816 エ フ ェ ク ト 牝4青鹿55 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 B458－ 21：09．1	 339．6�
713� スマイルプロバイド 牝3鹿 54 杉浦 健太松野 真一氏 飯田 良弘 様似 中村 勝則 456＋ 11：09．2� 390．3�

（兵庫） （兵庫）

24 ヒ ル ダ 牝3栗 54 内田 博幸吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 470± 01：09．62	 53．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，162，100円 複勝： 63，693，000円 枠連： 32，885，100円
馬連： 121，622，400円 馬単： 51，086，900円 ワイド： 60，885，800円
3連複： 164，094，500円 3連単： 209，196，700円 計： 743，626，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 160円 � 370円 枠 連（1－4） 570円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，100円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 21，630円

票 数

単勝票数 計 401621 的中 � 60349（3番人気）
複勝票数 計 636930 的中 � 81782（3番人気）� 121917（2番人気）� 36217（6番人気）
枠連票数 計 328851 的中 （1－4） 44442（2番人気）
馬連票数 計1216224 的中 �� 82617（2番人気）
馬単票数 計 510869 的中 �� 15648（5番人気）
ワイド票数 計 608858 的中 �� 35954（2番人気）�� 13651（12番人気）�� 13799（11番人気）
3連複票数 計1640945 的中 ��� 25844（13番人気）
3連単票数 計2091967 的中 ��� 7011（52番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスターワン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 東京1着

2012．2．24生 牡4鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 12戦4勝 賞金 57，093，000円
※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 ジェントルハート号・ハイマウンテン号
※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。

3102211月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第10競走 ��
��1，600�

ながおかきょう

長岡京ステークス
発走15時10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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

88 グァンチャーレ 牡4青鹿57 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 464＋ 81：33．9 3．3�
55 ベステンダンク 牡4栗 57 M．バルザローナ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 496＋ 61：34．11� 12．2�

（仏）

11 オースミナイン 牡6鹿 57 岩田 康誠�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 476＋ 2 〃 クビ 6．5�
89 ワードイズボンド 牡5青 57 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 544＋ 4 〃 アタマ 19．6�
44 ティーエスネオ 牡5芦 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 534＋ 6 〃 ハナ 10．9�
77 トーキングドラム 牡6鹿 57 内田 博幸下河	美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 486＋ 8 〃 ハナ 22．9

66 	 ルグランフリソン 牡3鹿 56 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 480＋ 61：34．31� 3．0�
22 ロ ス カ ボ ス 牡3黒鹿56 池添 謙一吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 510＋ 61：34．51 5．0�
33 スリーカーニバル 牝6鹿 55 高倉 稜永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 478± 0 〃 クビ 126．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，271，400円 複勝： 44，170，300円 枠連： 19，671，700円
馬連： 114，849，800円 馬単： 56，543，900円 ワイド： 48，666，100円
3連複： 135，574，800円 3連単： 269，022，500円 計： 729，770，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 270円 � 170円 枠 連（5－8） 1，570円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 610円 �� 440円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 17，940円

票 数

単勝票数 計 412714 的中 � 98316（2番人気）
複勝票数 計 441703 的中 � 89540（2番人気）� 34227（6番人気）� 67108（3番人気）
枠連票数 計 196717 的中 （5－8） 9677（8番人気）
馬連票数 計1148498 的中 �� 44287（10番人気）
馬単票数 計 565439 的中 �� 13126（15番人気）
ワイド票数 計 486661 的中 �� 20430（9番人気）�� 29990（4番人気）�� 11313（16番人気）
3連複票数 計1355748 的中 ��� 22740（20番人気）
3連単票数 計2690225 的中 ��� 10866（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―35．0―47．3―59．1―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グァンチャーレ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2014．7．26 中京5着

2012．2．27生 牡4青鹿 母 チュウオーサーヤ 母母 サンライトブルボン 20戦3勝 賞金 105，519，000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。

２レース目



3102311月6日 曇 良 （28京都5）第2日 第11競走 ��
��1，800�第7回みやこステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，27．11．7以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，27．11．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

59 � アポロケンタッキー 牡4鹿 56 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 562＋ 21：50．1 7．6�

36 グレンツェント 牡3鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 3．6�
47 ロワジャルダン 牡5鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 500＋ 21：50．2	 17．1�
23 モンドクラッセ 牡5鹿 56 岩田 康誠�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 532＋151：50．83
 10．3�
12 メイショウヒコボシ 牡5鹿 56 松山 弘平松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 534＋ 61：50．9
 102．7�
48 モルトベーネ 牡4栗 56 小牧 太三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 466± 01：51．0クビ 88．4	
35 キョウエイギア 牡3鹿 57 M．バルザローナ 田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 496± 0 〃 ハナ 20．3


（仏）

510 インカンテーション 牡6鹿 56 藤岡 康太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 508＋ 6 〃 ハナ 27．5�
816 タムロミラクル 牡4青鹿56 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 476＋ 6 〃 クビ 30．8�
24 カ ゼ ノ コ 牡5鹿 58 北村 友一�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458± 01：51．2	 12．3
714 マイネルクロップ 牡6芦 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 506－ 6 〃 ハナ 200．7�
815 サクラエール 牡5黒鹿56 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 494＋161：51．3
 255．5�
11 � ラ ニ 牡3芦 56 内田 博幸前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 542＋ 8 〃 アタマ 5．2�
611 アスカノロマン 牡5栗 58 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋101：51．51 3．7�
612 ナリタスーパーワン 牡7鹿 56 四位 洋文�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋121：51．71� 276．5�
713 メイショウイチオシ 牡5黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 544＋ 41：52．23 347．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 155，057，400円 複勝： 198，725，900円 枠連： 112，136，400円 馬連： 601，218，500円 馬単： 243，090，200円
ワイド： 259，970，300円 3連複： 955，653，300円 3連単： 1，458，311，100円 5重勝： 627，328，100円 計： 4，611，491，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 160円 � 350円 枠 連（3－5） 1，250円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，790円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 8，370円 3 連 単 ��� 42，390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����� 303，890円

票 数

単勝票数 計1550574 的中 � 163141（4番人気）
複勝票数 計1987259 的中 � 197503（4番人気）� 382999（1番人気）� 122815（7番人気）
枠連票数 計1121364 的中 （3－5） 69380（6番人気）
馬連票数 計6012185 的中 �� 262705（5番人気）
馬単票数 計2430902 的中 �� 45213（15番人気）
ワイド票数 計2599703 的中 �� 98814（6番人気）�� 36243（25番人気）�� 59475（13番人気）
3連複票数 計9556533 的中 ��� 85531（31番人気）
3連単票数 計14583111 的中 ��� 24940（155番人気）
5重勝票数 計6273281 的中 ����� 1445

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．2―48．7―1：01．0―1：13．3―1：25．3―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
3，10，11（2，8）－5，9，6，14，7，16－15（1，12）4，13
3（10，11）（2，8）5（6，9）14，7，13，16，15，12（4，1）

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

勝馬の
紹 介

�アポロケンタッキー �
�
父 Langfuhr �

�
母父 Gone West デビュー 2014．10．11 京都2着

2012．2．2生 牡4鹿 母 Dixiana Delight 母母 Lake Lady 17戦7勝 賞金 148，537，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアポロケンタッキー号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

3102411月6日 晴 良 （28京都5）第2日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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

812 エイシンティンクル 牝3芦 53 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 502＋ 21：59．7 2．0�
811 エルプシャフト 牡3青鹿55 M．バルザローナ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：00．44 4．3�

（仏）

710 ポルトフォイユ 牡3鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510＋402：00．5� 6．4�
33 ルドルフィーナ 牡3青鹿55 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 470± 02：00．81	 18．0�
56 グランディフローラ 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 472＋ 82：00．9� 11．0	
55 シンゼンドリーム 牡3黒鹿55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 474± 0 〃 ハナ 11．8

67 サウンドバーニング 牡4鹿 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424－ 22：01．0� 11．7�
44 ラスイエットロス 牝3鹿 53 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 42：01．21
 93．9�
68 マイネルプレッジ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440－ 42：01．41
 34．5

22 トウカイシェーン 牝3栗 53 和田 竜二内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 454－ 42：01．5	 199．8�
79 � リ プ カ 牝4栗 55 藤岡 康太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 386＋ 42：01．92� 298．8�
11 オ ル ロ フ 牡4黒鹿57 松田 大作寺田 寿男氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524－ 42：02．11
 177．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 81，697，900円 複勝： 95，941，300円 枠連： 45，933，600円
馬連： 179，244，900円 馬単： 101，360，900円 ワイド： 91，307，100円
3連複： 242，685，400円 3連単： 519，810，000円 計： 1，357，981，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（8－8） 340円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 200円 �� 320円 �� 640円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 816979 的中 � 325349（1番人気）
複勝票数 計 959413 的中 � 355891（1番人気）� 145482（2番人気）� 88835（4番人気）
枠連票数 計 459336 的中 （8－8） 103645（1番人気）
馬連票数 計1792449 的中 �� 347786（1番人気）
馬単票数 計1013609 的中 �� 127213（1番人気）
ワイド票数 計 913071 的中 �� 134396（1番人気）�� 70133（3番人気）�� 30884（8番人気）
3連複票数 計2426854 的中 ��� 238717（1番人気）
3連単票数 計5198100 的中 ��� 176134（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．0―48．2―1：00．3―1：12．7―1：24．8―1：36．4―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
12＝（1，7）2，3（11，4，6）（8，5）－（9，10）
12＝1，7，2（3，6）（11，4，5）8（9，10）

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

勝馬の
紹 介

エイシンティンクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．28 阪神2着

2013．3．8生 牝3芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 5戦2勝 賞金 19，200，000円
〔制裁〕 ルドルフィーナ号の騎手小牧太は，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10，000円。（被害馬：1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。

５レース目



（28京都5）第2日 11月6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 161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 手 当

248，670，000円
14，380，000円
1，730，000円
27，590，000円
64，611，500円
4，458，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
534，112，500円
729，963，100円
335，282，900円
1，485，538，700円
702，827，100円
742，091，800円
2，142，129，800円
3，381，738，400円
627，328，100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 10，681，012，400円

総入場人員 20，512名 （有料入場人員 19，119名）
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