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3108511月27日 雨 重 （28京都5）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50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

48 メイショウオオヅツ 牡2鹿 55
54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 534± 01：11．3 5．0�

24 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± 01：11．4� 3．5�
59 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± 01：11．61� 5．3�
23 パワフルヒロコ 牝2黒鹿54 松山 弘平三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 444＋ 8 〃 クビ 4．6�
11 シゲルドラネコ 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 452± 01：12．34 87．0�
12 ポルタディソーニ 牝2鹿 54 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 426－ 6 〃 ハナ 19．6	
612 ビップディオス 牡2栗 55 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 61：12．4クビ 35．4

47 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 458－ 4 〃 クビ 16．4�
611 ヴィグランドイチロ 牡2鹿 55

53 △義 英真大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋141：12．82� 192．0�

36 サンマルガイア 牝2芦 54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 474－ 41：12．9� 276．4
713 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 448＋ 61：13．11� 89．5�
815 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 442－ 41：13．41� 8．9�
816 ア タ ミ 牡2黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 460－ 41：13．61� 23．2�
714 ガールズブランド 牝2栗 54 太宰 啓介吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 446± 01：13．7� 119．7�
510 トミケンキパジ 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣冨樫 賢二氏 千田 輝彦 宮城 菅井 澄 486－ 21：13．8� 307．6�
35 ニシノエアレス 牝2栗 54

53 ☆	島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 446＋ 21：14．01 28．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，729，500円 複勝： 34，504，600円 枠連： 15，426，400円
馬連： 52，735，700円 馬単： 25，171，400円 ワイド： 32，662，500円
3連複： 81，936，700円 3連単： 96，587，000円 計： 358，753，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 130円 � 140円 枠 連（2－4） 470円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 390円 �� 400円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 197295 的中 � 31352（3番人気）
複勝票数 計 345046 的中 � 53275（4番人気）� 74344（1番人気）� 60573（2番人気）
枠連票数 計 154264 的中 （2－4） 25113（1番人気）
馬連票数 計 527357 的中 �� 48282（1番人気）
馬単票数 計 251714 的中 �� 10896（4番人気）
ワイド票数 計 326625 的中 �� 21076（3番人気）�� 20107（5番人気）�� 27092（1番人気）
3連複票数 計 819367 的中 ��� 52550（2番人気）
3連単票数 計 965870 的中 ��� 10710（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオオヅツ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．1 阪神9着

2014．4．17生 牡2鹿 母 ブラックアテナ 母母 クルーピアスター 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 ニシノエアレス号の騎手	島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10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。
（非当選馬） 3頭 ショウナンサーベル号・タガノポムル号・デンコウアリオン号

3108611月27日 雨 重 （28京都5）第8日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

35 トーホウドミンゴ 牡2青鹿55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 486＋161：38．7 38．2�
816 ショウナンサニー 牡2鹿 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 486± 01：38．91� 5．8�
817 ニシノキャプテン 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 480－ 21：39．0� 26．4�
23 ゴールドポセイドン 牡2鹿 55

54 ☆石川裕紀人 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 454± 01：39．1クビ 6．6�

59 アオイテソーロ 牝2黒鹿 54
51 ▲坂井 瑠星了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 クビ 2．5�

815 ジェルファルレイ 牝2鹿 54 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 462＋ 8 〃 アタマ 64．9	
11 キョウワベルナルド 牡2鹿 55 太宰 啓介
協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 446± 0 〃 ハナ 55．1�
47 オーリャセブン 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 清水牧場 456＋ 61：39．2� 130．8�
713 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 524＋ 21：39．73 27．8
714 ニシノグラマラス 牝2鹿 54 A．アッゼニ 西山 茂行氏 中竹 和也 新ひだか 山際 智 418－ 6 〃 クビ 16．0�

（英）

36 メイショウモウコ 牡2栗 55 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 480＋ 61：39．8クビ 216．0�
611 マイネルソノリティ 牡2鹿 55 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 444± 01：40．01� 18．2�

（仏）

12 ラ レ ー タ 牡2栗 55 池添 謙一�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 61：40．1� 4．6�

612 サンブリリアント 牝2栗 54
51 ▲荻野 極西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 484－ 4 〃 クビ 299．3�

48 タガノポムル 牡2栗 55 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458－ 61：40．52� 84．0�

24 トモリエール 牡2鹿 55 四位 洋文�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 452－ 41：40．6� 50．3�
510 タマモライトアップ 牡2鹿 55 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 468＋ 2 〃 クビ 61．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，248，900円 複勝： 36，989，600円 枠連： 13，551，300円
馬連： 52，111，100円 馬単： 26，785，000円 ワイド： 35，035，100円
3連複： 76，534，700円 3連単： 91，553，200円 計： 356，808，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 830円 � 210円 � 620円 枠 連（3－8） 5，900円

馬 連 �� 10，980円 馬 単 �� 23，350円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 9，830円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 48，190円 3 連 単 ��� 484，490円

票 数

単勝票数 計 242489 的中 � 5069（9番人気）
複勝票数 計 369896 的中 � 10155（9番人気）� 57114（3番人気）� 14207（7番人気）
枠連票数 計 135513 的中 （3－8） 1778（21番人気）
馬連票数 計 521111 的中 �� 3677（33番人気）
馬単票数 計 267850 的中 �� 860（69番人気）
ワイド票数 計 350351 的中 �� 3269（29番人気）�� 902（71番人気）�� 5630（16番人気）
3連複票数 計 765347 的中 ��� 1191（127番人気）
3連単票数 計 915532 的中 ��� 137（1022番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．6―1：01．2―1：13．8―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．5
3 1－2，9（3，11）4（10，14）（7，15）（12，17）13（8，16）5，6 4 1，2，9（3，11）（4，14，17）10（7，15，16）（12，13）5（8，6）

勝馬の
紹 介

トーホウドミンゴ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．9．4 小倉12着

2014．4．30生 牡2青鹿 母 トーホウリッチ 母母 トーホウクラウン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 ワンパーパス号（疾病〔鼻出血〕のため）
※タガノポムル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第８日



3108711月27日 雨 重 （28京都5）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10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

68 サトノリュウガ 牡2鹿 55 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：52．1 4．2�
710 レッドストーリア 牝2鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 412＋ 21：52．2� 5．1�
811 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 478＋ 61：52．41� 12．0�
22 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± 01：52．61� 18．5�
44 アルマシャール 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 496＋10 〃 ハナ 36．7�
11 ライクアエンジェル 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420± 0 〃 ハナ 50．4	

67 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 448－ 41：52．81� 33．2

56 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± 01：53．01� 3．8�

（仏）

812 シェルブルック 牡2鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 5．4
33 デンコウアリオン 牡2鹿 55

53 △城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 470± 01：53．53 329．9�
79 ロードエフェクト 牡2栗 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 474－ 61：53．71� 260．4�
55 ザ ク イ ー ン 牝2黒鹿54 四位 洋文�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480－ 21：54．12� 6．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，962，800円 複勝： 43，890，200円 枠連： 14，937，400円
馬連： 56，519，500円 馬単： 29，367，600円 ワイド： 37，350，300円
3連複： 78，547，900円 3連単： 108，613，900円 計： 397，189，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 170円 � 250円 枠 連（6－7） 1，330円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 570円 �� 790円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 17，390円

票 数

単勝票数 計 279628 的中 � 52477（2番人気）
複勝票数 計 438902 的中 � 72835（1番人気）� 70304（4番人気）� 38615（6番人気）
枠連票数 計 149374 的中 （6－7） 8682（6番人気）
馬連票数 計 565195 的中 �� 30347（7番人気）
馬単票数 計 293676 的中 �� 9273（5番人気）
ワイド票数 計 373503 的中 �� 17295（7番人気）�� 11939（12番人気）�� 10968（14番人気）
3連複票数 計 785479 的中 ��� 12859（18番人気）
3連単票数 計1086139 的中 ��� 4527（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―35．8―48．7―1：01．8―1：14．7―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノリュウガ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．8．14 札幌4着

2014．3．17生 牡2鹿 母 サトノユリア 母母 ソニックグルーヴ 3戦1勝 賞金 6，600，000円
※デンコウアリオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3108811月27日 雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（28京都5）第8日 第4競走 ��3，170�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時10分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：28．4良・良

66 リヴゴーシュ �4栗 60 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 528＋143：38．3 13．1�

88 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 難波 剛健栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 450± 03：38．4� 62．8�
77 スズカプレスト 牡4鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 460＋143：38．5	 7．0�
33 ソ ロ ル 牡6黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 502＋ 43：38．92	 1．8�
55 メイショウオヤシオ �4栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 484＋ 63：39．53	 11．9	
44 マイネルレハイム 牡4栗 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 23：41．6大差 3．8

89 ドクタールキア 牝6鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 472＋ 63：41．81	 9．9�
22 
 アラビアンドラゴン �6芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 438＋ 83：45．2大差 81．8�
11 エ ー ス ワ ン 牡5鹿 60 五十嵐雄祐榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 486＋ 23：45．41	 37．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，182，800円 複勝： 20，972，000円 枠連： 9，207，600円
馬連： 37，107，400円 馬単： 27，982，100円 ワイド： 23，391，700円
3連複： 55，248，900円 3連単： 120，452，600円 計： 314，545，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 270円 � 820円 � 230円 枠 連（6－8） 2，320円

馬 連 �� 15，400円 馬 単 �� 24，060円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 1，010円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 26，150円 3 連 単 ��� 209，920円

票 数

単勝票数 計 201828 的中 � 12281（6番人気）
複勝票数 計 209720 的中 � 21695（6番人気）� 5557（8番人気）� 26696（3番人気）
枠連票数 計 92076 的中 （6－8） 3070（9番人気）
馬連票数 計 371074 的中 �� 1867（27番人気）
馬単票数 計 279821 的中 �� 872（48番人気）
ワイド票数 計 233917 的中 �� 1924（28番人気）�� 6144（14番人気）�� 1949（27番人気）
3連複票数 計 552489 的中 ��� 1584（57番人気）
3連単票数 計1204526 的中 ��� 416（313番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．7－3F 39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→�」
�
�
3－5（6，1，9）（7，4）8＝2
3，5，6－7，8－4，9，1＝2

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

勝馬の
紹 介

リヴゴーシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．8．24 新潟1着

2012．4．13生 �4栗 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha 障害：11戦2勝 賞金 34，658，000円
〔制裁〕 ソロル号の騎手西谷誠は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



3108911月27日 雨 重 （28京都5）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時00分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

67 カワキタエンカ 牝2鹿 54 和田 竜二川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 466 ―1：55．0 2．4�
55 スパークルメノウ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 島川 �哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 452 ― 〃 クビ 4．5�

（仏）

79 シンボリブーケ 牝2鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 470 ―1：55．1� 70．4�
78 リアリスティック 牡2鹿 55

53 △城戸 義政 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 526 ―1：55．42 20．8�

33 チェスナットコート 牡2栗 55 松若 風馬窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 464 ―1：55．61 7．5�
66 ト ー マ ス 牡2青鹿55 松山 弘平 	カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 434 ―1：55．81� 9．0

811 テーオービクトリー 牝2鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 472 ― 〃 アタマ 14．4�
11 ブラックカード 牡2黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 446 ―1：56．22� 85．0�

44 ア ル マ レ ー 牡2芦 55 岩田 康誠エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 498 ― 〃 ハナ 16．8�
22 アドマイヤアロー 牝2鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 448 ―1：56．51� 16．8�
810 ス プ マ ン テ 牡2青鹿 55

54 ☆石川裕紀人石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 496 ―1：58．7大差 8．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，571，800円 複勝： 34，900，600円 枠連： 16，036，500円
馬連： 52，279，400円 馬単： 31，642，200円 ワイド： 33，450，700円
3連複： 71，708，200円 3連単： 107，980，900円 計： 375，570，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 160円 � 1，130円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，880円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 10，090円 3 連 単 ��� 27，080円

票 数

単勝票数 計 275718 的中 � 89165（1番人気）
複勝票数 計 349006 的中 � 84562（1番人気）� 59484（2番人気）� 5057（10番人気）
枠連票数 計 160365 的中 （5－6） 25467（1番人気）
馬連票数 計 522794 的中 �� 69181（1番人気）
馬単票数 計 316422 的中 �� 26349（1番人気）
ワイド票数 計 334507 的中 �� 35596（1番人気）�� 2705（36番人気）�� 1856（39番人気）
3連複票数 計 717082 的中 ��� 5325（45番人気）
3連単票数 計1079809 的中 ��� 2890（92番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―13．2―13．6―13．9―12．9―12．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―38．8―52．4―1：06．3―1：19．2―1：31．5―1：43．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタエンカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．4．20生 牝2鹿 母 カワキタラブポップ 母母 ローズレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
※出走取消馬 ハギノプレスト号（疾病〔感冒〕のため）
※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。

3109011月27日 雨 不良 （28京都5）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

48 キングラディウス 牡3栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B472＋121：51．7 6．1�
59 ミスティーフリップ 牡4栗 57 M．バルザローナ 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 4 〃 アタマ 33．6�
（仏）

713 オースミラナキラ 牡4鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 540＋36 〃 クビ 4．3�
36 ファンドレイザー �3鹿 55 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506－161：51．8クビ 6．7�
（英）

815� ヒアカムズザサン 牡4栗 57 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 500± 0 〃 クビ 3．9�

23 ネフェルティティ 牝3芦 53
50 ▲坂井 瑠星前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ B466± 01：52．11	 25．6	
816 ピッツバーグ 牡3鹿 55 中谷 雄太�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 508＋ 41：52．2
 7．1

611 スナークレッド 牡3鹿 55 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 502＋141：52．3
 146．9�
612 マヤノパーチェム 牡4栗 57 太宰 啓介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 484＋101：52．62 196．5�
714 アフターミー 牡3鹿 55 藤岡 康太下河美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 436＋ 21：52．7クビ 47．9�
35 � メイショウハクラク 牡5栗 57 岩田 康誠松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 502＋ 41：53．23 9．7�
24 ミラクルユニバンス 牡3栗 55 松若 風馬亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム B446＋16 〃 クビ 24．9�
12 ヨドノナイト 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム B496＋ 81：53．3クビ 35．7�
11 � スズカアポロ 牡5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 478＋141：53．62 110．1�
510 ベストインザスカイ 牡3鹿 55

54 ☆石川裕紀人飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B506＋101：53．7
 30．9�
47 ライトフォーミー 牡3鹿 55

52 ▲荻野 極�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 B500± 01：58．6大差 155．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，620，300円 複勝： 43，277，000円 枠連： 22，356，800円
馬連： 69，258，900円 馬単： 33，022，600円 ワイド： 46，925，200円
3連複： 97，941，000円 3連単： 115，514，000円 計： 458，915，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 560円 � 220円 枠 連（4－5） 3，990円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 14，390円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 590円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 14，940円 3 連 単 ��� 103，770円

票 数

単勝票数 計 306203 的中 � 39787（3番人気）
複勝票数 計 432770 的中 � 70928（2番人気）� 15998（8番人気）� 54947（3番人気）
枠連票数 計 223568 的中 （4－5） 4333（17番人気）
馬連票数 計 692589 的中 �� 6653（26番人気）
馬単票数 計 330226 的中 �� 1720（47番人気）
ワイド票数 計 469252 的中 �� 5250（25番人気）�� 21665（5番人気）�� 4230（31番人気）
3連複票数 計 979410 的中 ��� 4916（53番人気）
3連単票数 計1155140 的中 ��� 807（338番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．7―12．6―11．7―12．2―12．7―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．2―48．8―1：00．5―1：12．7―1：25．4―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
7，8，10（1，5，6）11，16（4，14，15）（12，2）－3－13，9
2－8－（5，10）（6，11）（14，16）15－（7，1，12，3）（4，13）－9

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

勝馬の
紹 介

キングラディウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．4 中京12着

2013．1．23生 牡3栗 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 15戦2勝 賞金 22，250，000円
〔制裁〕 ヒアカムズザサン号の調教師今野貞一は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトフォーミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月27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） 1頭 ティーエスナイン号
（非抽選馬） 5頭 ウォーターミリオン号・キングヴァラール号・テイエムジョウネツ号・テイエムハヤブサ号・メイショウカマクラ号
※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。



3109111月27日 雨 不良 （28京都5）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時00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

11 サニーデイズ 牡5黒鹿 57
56 ☆石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 504± 01：10．4 15．7�

46 � ノボリクリーン 牡4青鹿 57
54 ▲坂井 瑠星原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 478＋20 〃 クビ 35．6�

815 サンビショップ 	4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 464± 01：10．5クビ 13．0�
611� シゲルノマオイ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 490± 01：10．71
 37．2�
34 タマモイレブン 牡4鹿 57 M．バルザローナタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518＋ 2 〃 クビ 21．6�

（仏）

59 リッシンロケット 牡6芦 57
55 △城戸 義政小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 478＋101：10．8� 75．0	

22 テイエムシャンパン 牡4芦 57 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 502＋101：11．01
 5．7

712 ア レ ッ ト 	5青 57 川須 栄彦 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 512－ 61：11．1� 3．0�
35 サイモンゼーレ 牡3鹿 56 岩田 康誠澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 472＋14 〃 ハナ 9．7�
610 カンタベリーマイン 牡3鹿 56 古川 吉洋峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 452＋ 21：11．2� 144．0
713 ヤマニンメンヒル 牡7鹿 57 松田 大作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 474＋ 6 〃 アタマ 55．6�
23 メイショウカフウ 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 492＋181：11．73 82．4�
58  アンクルダイチ 牡4鹿 57 松山 弘平塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

510＋ 41：11．8� 4．2�
814 チ ャ ー ム 牝3栗 54 藤岡 康太 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 498＋ 21：11．9� 14．4�
47 ロマンチスト 牡3栗 56 和田 竜二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 540－ 41：12．11 19．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，870，200円 複勝： 50，579，800円 枠連： 21，346，600円
馬連： 80，883，100円 馬単： 37，614，300円 ワイド： 50，865，600円
3連複： 112，342，200円 3連単： 140，493，100円 計： 527，994，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 440円 � 920円 � 360円 枠 連（1－4） 11，190円

馬 連 �� 24，100円 馬 単 �� 55，530円

ワ イ ド �� 5，390円 �� 3，130円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 110，710円 3 連 単 ��� 748，950円

票 数

単勝票数 計 338702 的中 � 17224（7番人気）
複勝票数 計 505798 的中 � 31152（6番人気）� 13249（11番人気）� 39882（4番人気）
枠連票数 計 213466 的中 （1－4） 1478（29番人気）
馬連票数 計 808831 的中 �� 2601（56番人気）
馬単票数 計 376143 的中 �� 508（116番人気）
ワイド票数 計 508656 的中 �� 2427（52番人気）�� 4227（37番人気）�� 2155（56番人気）
3連複票数 計1123422 的中 ��� 761（215番人気）
3連単票数 計1404931 的中 ��� 136（1275番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．7―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーデイズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．9．17 中山6着

2011．4．20生 牡5黒鹿 母 ピンククラウド 母母 カチェクリーク 17戦3勝 賞金 41，311，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※出走取消馬 ラフジェントリー号（疾病〔感冒〕のため）
※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） 2頭 ウォーターメアヌイ号・サンライズトーク号
（非抽選馬） 5頭 アイファーサラオー号・コージェント号・サーティグランド号・ゼンノヒストリエ号・ブロンズテーラー号
※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。

3109211月27日 雨 不良 （28京都5）第8日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：53．7
1：53．7

不良
不良

815 グレイトパール 牡3鹿 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 540± 01：55．2 2．6�
（仏）

611 クリノリトミシュル 牝3鹿 53 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 502－ 41：56．05 4．4�
11 ジョースターライト 牡3青鹿55 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B466＋101：56．63� 18．1�
48 タガノクレイオス 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋16 〃 ハナ 6．0�
12 ストロベリーキング �5黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 480＋121：57．23� 74．3�
23 � ペイシャゴンジセ 牡5鹿 57 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 482＋ 41：57．52 9．2�
36 � シャイニービーム 牡4鹿 57 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 458＋161：57．6クビ 31．9	
35 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± 0 〃 クビ 9．5

24 ラフェットデメール 牝5黒鹿 55

54 ☆	島 克駿大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B468－ 21：57．7クビ 212．5�
816 オーサムレジェンド 牡4栗 57 和田 竜二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512＋14 〃 クビ 12．7
510� ポッドジョイ 牡4栗 57 藤懸 貴志小川眞査雄氏 作田 誠二 新冠 川上牧場 492＋ 71：57．8
 153．4�
713 シュシュブリーズ 牝5黒鹿 55

52 ▲荻野 極 �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 490＋ 41：57．9� 114．9�

714 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 498± 01：58．53� 93．4�
612 ステージジャンプ 牡6鹿 57 松田 大作合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 502－ 41：58．92� 31．1�
59 オウケンゴールド 牡5栃栗57 松山 弘平福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B502＋ 41：59．53� 163．4�
47 ワースムーン 牡6鹿 57

56 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 526＋10 （競走中止） 37．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，201，300円 複勝： 61，366，500円 枠連： 26，879，800円
馬連： 104，572，100円 馬単： 45，947，600円 ワイド： 56，285，900円
3連複： 140，682，800円 3連単： 171，589，000円 計： 648，525，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 160円 � 370円 枠 連（6－8） 520円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，140円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 10，950円

票 数

単勝票数 計 412013 的中 � 124106（1番人気）
複勝票数 計 613665 的中 � 140416（1番人気）� 108507（2番人気）� 30712（7番人気）
枠連票数 計 268798 的中 （6－8） 39997（1番人気）
馬連票数 計1045721 的中 �� 109887（1番人気）
馬単票数 計 459476 的中 �� 32691（1番人気）
ワイド票数 計 562859 的中 �� 50919（1番人気）�� 11719（14番人気）�� 14503（10番人気）
3連複票数 計1406828 的中 ��� 28276（6番人気）
3連単票数 計1715890 的中 ��� 11352（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．1―29．6―42．3―54．7―1：07．2―1：19．3―1：31．0―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイトパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．5 京都1着

2013．3．29生 牡3鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 5戦3勝 賞金 24，000，000円
〔競走中止〕 ワースムーン号は，発走後まもなく疾病〔左大腿骨々折〕を発症したため競走中止。
※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） 2頭 エキドナ号・ティンバレス号
（非抽選馬） 1頭 トゥヴァビエン号
※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。



3109311月27日 雨 重 （28京都5）第8日 第9競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時05分 （芝・右）
牝，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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

810 ゴールドケープ 牝2鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 430＋ 61：38．2 31．1�
55 デ ィ ア ド ラ 牝2鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：38．52 2．7�
11 ドロウアカード 牝2栗 54 松若 風馬�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 442－ 21：38．71� 20．0�
33 マルモレイナ 牝2鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 444＋ 81：38．8� 13．5�
79 ナムラライラ 牝2黒鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 458± 01：39．11	 9．9�
811 アグネスジュレップ 牝2鹿 54 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 444－ 21：39．52� 5．8	
78 ベ ル カ プ リ 牝2鹿 54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：39．81	 5．3

22 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± 01：40．11� 5．3�
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 452＋ 41：40．73� 50．4�
67 ジャンダラリン 牝2鹿 54 森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 458＋ 41：40．8	 94．7
66 アンバーミニー 牝2鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450－ 41：41．43� 18．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，937，300円 複勝： 65，048，100円 枠連： 22，893，800円
馬連： 111，815，000円 馬単： 54，330，300円 ワイド： 59，699，000円
3連複： 140，887，000円 3連単： 222，688，700円 計： 726，299，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 590円 � 160円 � 430円 枠 連（5－8） 930円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 11，860円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 2，850円 �� 970円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 122，960円

票 数

単勝票数 計 489373 的中 � 12563（9番人気）
複勝票数 計 650481 的中 � 23245（9番人気）� 144315（1番人気）� 33974（7番人気）
枠連票数 計 228938 的中 （5－8） 18904（4番人気）
馬連票数 計1118150 的中 �� 21217（18番人気）
馬単票数 計 543303 的中 �� 3433（46番人気）
ワイド票数 計 596990 的中 �� 11439（18番人気）�� 5243（34番人気）�� 16191（13番人気）
3連複票数 計1408870 的中 ��� 8175（50番人気）
3連単票数 計2226887 的中 ��� 1313（383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．5―47．8―1：00．5―1：12．9―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドケープ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 デュランダル デビュー 2016．6．19 阪神8着

2014．3．3生 牝2鹿 母 ジュエルオブナイル 母母 レディオブチャド 6戦2勝 賞金 19，438，000円

3109411月27日 雨 重 （28京都5）第8日 第10競走 ��
��1，400�

とげつきょう

渡月橋ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，27．11．28以降28．11．20まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

713 セイウンコウセイ 牡3栗 55 松田 大作西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 492－ 61：25．1 22．5�
35 キングハート 牡3鹿 55 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 482＋ 21：25．52� 25．1�
23 オーヴィレール 牝3芦 53 藤岡 康太下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480＋12 〃 ハナ 9．3�
59 ユキノアイオロス �8鹿 54 川島 信二井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478－ 4 〃 アタマ 119．5�
12 ウインムート 牡3青鹿55 菱田 裕二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484＋12 〃 ハナ 16．4	
36 トーキングドラム 牡6鹿 56 岩田 康誠下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484－ 21：25．82 12．2

24 ベステンダンク 牡4栗 56 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 502＋ 61：25．9クビ 5．0�

（仏）

510 スナッチマインド 牝5鹿 55 池添 謙一 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 4．0

47 ツィンクルソード 牡5芦 53 北村 友一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480－ 21：26．0クビ 9．9�
815 ベルキャニオン 牡5鹿 57．5 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 21：26．21	 14．8�
（英）

816 ナガラフラワー 牝4鹿 53 秋山真一郎長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 466－ 81：26．3
 15．1�
612 コウエイタケル 牡5鹿 55 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 492＋ 21：26．72� 17．1�
611 シャイニーガール 牝5鹿 50 酒井 学小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 B482± 0 〃 クビ 98．4�
714 ドラゴンストリート 牡5鹿 55 四位 洋文窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 484＋ 81：27．23 22．6�
817 キーナンバー 牡3栗 54 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 502＋ 21：27．41	 11．9�
11 マレボプール 牡3鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 518± 01：27．5� 34．0�

（16頭）
48 クリノコマチ 牝5栗 51 松若 風馬栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，233，400円 複勝： 77，199，100円 枠連： 49，111，600円
馬連： 164，034，400円 馬単： 63，878，800円 ワイド： 85，597，400円
3連複： 236，469，500円 3連単： 270，228，300円 計： 994，752，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 750円 � 760円 � 340円 枠 連（3－7） 4，720円

馬 連 �� 23，810円 馬 単 �� 47，810円

ワ イ ド �� 5，510円 �� 3，190円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 48，810円 3 連 単 ��� 369，650円

票 数

単勝票数 差引計 482334（返還計 1323） 的中 � 17144（11番人気）
複勝票数 差引計 771991（返還計 2251） 的中 � 25938（12番人気）� 25654（13番人気）� 64866（3番人気）
枠連票数 差引計 491116（返還計 135） 的中 （3－7） 8062（22番人気）
馬連票数 差引計1640344（返還計 9539） 的中 �� 5339（81番人気）
馬単票数 差引計 638788（返還計 3973） 的中 �� 1002（162番人気）
ワイド票数 差引計 855974（返還計 5209） 的中 �� 3974（77番人気）�� 6936（48番人気）�� 7863（37番人気）
3連複票数 差引計2364695（返還計 21671） 的中 ��� 3633（201番人気）
3連単票数 差引計2702283（返還計 26923） 的中 ��� 530（1383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．8―49．0―1：01．2―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．1
3 13，11－（2，3）5（9，17）（4，6）1（15，12，14）（7，16）10 4 ・（13，11）3（2，5）（9，4，17）（12，6）15（1，14）（7，16）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セイウンコウセイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2015．6．27 東京8着

2013．3．8生 牡3栗 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear 12戦4勝 賞金 54，944，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時41分に変更。
〔出走取消〕 クリノコマチ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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。

１レース目



3109511月27日 雨 不良 （28京都5）第8日 第11競走 ��
��1，200�オータムリーフステークス

発走15時15分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬
は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

713 エイシンバッケン 牡4鹿 56 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 526＋181：09．4 3．1�
23 ナガラオリオン 牡7鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 478＋ 6 〃 クビ 13．4�
611 ビ リ オ ネ ア 牝6鹿 54 北村 友一間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 460－ 61：09．82� 26．9�
59 ゴーイングパワー 牡7鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 508＋ 41：09．9クビ 8．6�
48 アクティブミノル 牡4黒鹿56 勝浦 正樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496＋161：10．21	 5．7�
714 キョウエイアシュラ 牡9鹿 58 M．バルザローナ 田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 474＋ 61：10．3� 96．3	

（仏）

36 ワ デ ィ 牝5栗 54 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 482＋ 41：10．4クビ 11．4


510 シャトーウインド 牡6黒鹿56 川須 栄彦円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 478＋ 6 〃 クビ 154．1�
24 メイショウノーベル 牡7栗 56 古川 吉洋松本 和子氏 本田 優 浦河 富田牧場 502＋ 4 〃 ハナ 151．9�
47 エイシンヴァラー 牡5鹿 56 松田 大作�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 B512± 01：10．5� 19．9
612
 サトノプリンシパル �6鹿 57 �島 克駿里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B546－ 4 〃 ハナ 65．7�
815 タイセイファントム 牡8鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 462＋ 81：10．6	 82．3�
11 マキャヴィティ 牡5栗 57 A．アッゼニ 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 514－ 21：10．91	 10．5�
（英）

816 カ ジ キ 牡7鹿 57 石川裕紀人幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 504＋ 21：11．0クビ 5．7�
35 シ ゲ ル カ ガ 牡5鹿 57 松若 風馬森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 532＋ 21：11．31� 17．5�
12 カリスマサンスカイ 牡8鹿 56 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B536＋ 81：11．4� 53．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，460，600円 複勝： 70，126，200円 枠連： 44，697，400円
馬連： 201，116，300円 馬単： 85，381，300円 ワイド： 91，516，600円
3連複： 288，061，300円 3連単： 387，609，400円 計： 1，223，969，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 260円 � 440円 枠 連（2－7） 1，520円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，450円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 11，840円 3 連 単 ��� 41，060円

票 数

単勝票数 計 554606 的中 � 141400（1番人気）
複勝票数 計 701262 的中 � 150201（1番人気）� 64128（4番人気）� 32925（8番人気）
枠連票数 計 446974 的中 （2－7） 22748（6番人気）
馬連票数 計2011163 的中 �� 100854（5番人気）
馬単票数 計 853813 的中 �� 29254（6番人気）
ワイド票数 計 915166 的中 �� 39626（4番人気）�� 15993（20番人気）�� 7141（40番人気）
3連複票数 計2880613 的中 ��� 18236（48番人気）
3連単票数 計3876094 的中 ��� 6843（129番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．5―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．7―45．2―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンバッケン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．9．28 阪神4着

2012．4．20生 牡4鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 17戦6勝 賞金 108，239，000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。
（非抽選馬） 2頭 ナンチンノン号・ミリオンヴォルツ号
※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。

3109611月27日 雨 重 （28京都5）第8日 第12競走 ��
��1，200�第61回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走16時15分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

京阪ホールディングス株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 7，850，000
7，850，000

円
円 3，900，000円

付 加 賞 644，000円 184，000円 46，000
46，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ネ ロ 牡5栗 57 M．バルザローナ 西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 478＋121：10．3 4．1�
（仏）

818	 エイシンスパルタン 牡5芦 56 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米
Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

498± 01：11．04 4．4�
11 フミノムーン 牡4栗 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 460＋101：11．21
 17．4�
47 アースソニック 牡7鹿 56 A．アッゼニ 前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 498＋ 4 〃 同着 30．4�

（英）

24 ラインハート 牝5鹿 54 松田 大作大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B474＋ 21：11．3� 205．0�
23 セカンドテーブル 牡4栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 484＋141：11．51 20．1	
714 ブラヴィッシモ 牡4鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B502＋ 2 〃 クビ 23．8

611 ラインスピリット 牡5黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444＋ 21：11．6クビ 19．6�
36 � オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 480＋ 81：11．81
 43．4�
59 ク リ ス マ ス 牝5黒鹿54 勝浦 正樹 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 464＋ 81：12．12 7．9
35 アンナミルト 牝5黒鹿54 酒井 学 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 ハナ 157．2�
612 ティーハーフ 牡6栗 56 石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：12．52� 12．8�
510 ペイシャフェリス 牝5鹿 54 秋山真一郎北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 460＋ 2 〃 アタマ 121．4�
817	 メラグラーナ 牝4鹿 54 松山 弘平吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 532＋101：12．6 3．8�
713 ヤマニンプチガトー 牝7栗 54 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 496＋ 41：12．81� 295．6�
715 レッドアリオン 牡6鹿 58 和田 竜二 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント 490＋121：13．01 52．6�
48 ホッコーサラスター 牝5鹿 54 池添 謙一北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478＋ 6 〃 クビ 53．3�
816 ジャストドゥイング 牡4鹿 56 川島 信二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 554＋141：13．1クビ 129．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 192，172，100円 複勝： 228，025，100円 枠連： 143，553，700円 馬連： 546，729，000円 馬単： 226，470，500円
ワイド： 275，482，400円 3連複： 855，426，100円 3連単： 1，169，685，700円 5重勝： 669，788，500円 計： 4，307，333，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 150円 �
�

310円
340円 枠 連（1－8） 420円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 280円 ��
��

740円
880円

��
��

930円
1，210円

3 連 複 ���
���

2，780円
3，880円 3 連 単 ���

���
11，140円
15，050円

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

キャリーオーバー なし����� 3，255，910円

票 数

単勝票数 計1921721 的中 � 370646（2番人気）
複勝票数 計2280251 的中 �

�
394218
99990

（1番人気）
（9番人気）

� 359647（2番人気）� 113083（7番人気）

枠連票数 計1435537 的中 （1－8） 262543（1番人気）
馬連票数 計5467290 的中 �� 381583（3番人気）
馬単票数 計2264705 的中 �� 83932（4番人気）
ワイド票数 計2754824 的中 ��

��
179548
43216

（1番人気）
（17番人気）

��
��

55838
32795

（9番人気）
（26番人気）

�� 46271（14番人気）

3連複票数 計8554261 的中 ��� 115668（9番人気）��� 82272（19番人気）
3連単票数 計11696857 的中 ��� 38092（34番人気）��� 28133（59番人気）
5重勝票数 差引計6697885（返還計 17042） 的中 ����� 144

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．5―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．6―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．2
3 2，3－6－（5，11，18）（4，7，10，17）15（1，14）－9－12，16，8－13 4 2，3，6－（5，11，18）（4，7，17）（1，10，15）14，9－12－（16，8）－13

勝馬の
紹 介

ネ ロ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．17 新潟1着

2011．5．27生 牡5栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 31戦7勝 賞金 247，281，000円
〔制裁〕 セカンドテーブル号の騎手水口優也は，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。
〔その他〕 アンナミルト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンナミルト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年12月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キャンディバローズ号・シンボリディスコ号
※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。

３レース目 ５レース目



（28京都5）第8日 11月27日（日曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 173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

291，020，000円
10，740，000円
2，310，000円
32，140，000円
70，115，500円
5，327，800円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
570，191，000円
766，878，800円
399，998，900円
1，529，161，900円
687，593，700円
828，262，400円
2，235，786，300円
3，002，995，800円
669，788，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 10，690，657，300円

総入場人員 22，594名 （有料入場人員 20，884名）



平成28年度 第5回京都競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，346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

2，257，910，000円
20，240，000円
118，780，000円
22，080，000円
247，930，000円
543，375，500円
38，303，000円
12，921，600円

勝馬投票券売得金
4，909，126，500円
6，697，324，800円
3，039，373，500円
13，344，225，800円
6，383，379，600円
6，616，036，200円
19，537，420，900円
31，426，253，800円
2，581，676，700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 94，534，817，800円

総入場延人員 193，040名 （有料入場延人員 170，381名）
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