
3002511月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

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
1：23．4
1：23．0

不良
重

33 メイショウラビエ 牝2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 470－ 41：26．0 16．8�
22 エンジェルウィング 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 516± 01：26．32 17．6�
34 ピ ッ パ 牝2栗 54 松若 風馬飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468＋ 61：26．4クビ 8．1�
45 マ ニ ク ー ル 牝2栗 54 岩田 康誠寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：26．5� 3．0�
57 シ ャ テ ー ヌ 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500± 01：27．56 12．7	
814 ロイヤルシャイン 牝2鹿 54 松山 弘平ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 492＋221：27．6� 154．8

46 バーニングガール 牝2鹿 54 幸 英明長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 466± 01：28．02� 7．2�
11 リネンゴール 牝2鹿 54 高倉 稜戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 438－ 2 〃 クビ 193．5�
610 アップファーレン 牝2栗 54 松田 大作�KTレーシング 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 41：28．42� 23．8
69 サンリットデュー 牝2黒鹿54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 412－ 61：29．25 4．4�
813 テイエムソレイユ 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 488－ 41：29．4� 170．0�
712 クリノマンチェスー 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 408± 0 〃 ハナ 159．5�
58 ホウオウサンドラ 牝2栗 54 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 486－ 41：29．93 8．6�
711 アイファーヒナタ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼中島 稔氏 坂口 正則 清水 リトルブルーファーム 416＋ 81：30．0クビ 265．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，601，400円 複勝： 35，881，000円 枠連： 11，516，500円
馬連： 45，789，900円 馬単： 23，306，600円 ワイド： 30，328，800円
3連複： 69，172，100円 3連単： 83，422，200円 計： 324，018，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 590円 � 440円 � 230円 枠 連（2－3） 2，750円

馬 連 �� 10，930円 馬 単 �� 23，360円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 1，500円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 18，190円 3 連 単 ��� 123，170円

票 数

単勝票数 計 246014 的中 � 12311（7番人気）
複勝票数 計 358810 的中 � 14331（8番人気）� 20063（6番人気）� 48481（4番人気）
枠連票数 計 115165 的中 （2－3） 3243（10番人気）
馬連票数 計 457899 的中 �� 3245（33番人気）
馬単票数 計 233066 的中 �� 748（64番人気）
ワイド票数 計 303288 的中 �� 2510（33番人気）�� 5251（20番人気）�� 5343（19番人気）
3連複票数 計 691721 的中 ��� 2851（59番人気）
3連単票数 計 834222 的中 ��� 491（372番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウラビエ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2017．10．21 京都11着

2015．3．5生 牝2鹿 母 レディーメグネイト 母母 フラワーホーラー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

3002611月11日 晴 稍重 （29京都5）第3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
1：51．3
1：50．9

重
不良

811 ペプチドシャプネス 牡2黒鹿55 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 498＋ 41：54．3 3．0�
812 ロングランメーカー 牡2鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：54．4� 1．8�
55 メイショウアドリア 牡2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 472－ 21：55．99 37．9�
67 � レ リ カ リ オ 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 Brushwood

Stable 458± 01：56．53� 7．1�
22 ピエナシニスター 牝2栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 448＋ 4 〃 クビ 40．8	
79 キングズテソーロ 牡2栗 55 国分 優作了德寺健二氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 456－ 21：56．82 25．7

68 ジャックビーンズ 牡2栗 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 460－ 21：56．9	 65．6�
710 グーテンターク 牡2鹿 55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：57．0� 20．1�
44 クリノヤンソン 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 イズモリファーム 466± 01：59．2大差 106．0
33 マイネルデインティ 牡2鹿 55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田所 秀孝 平取 スガタ牧場 506＋ 81：59．3クビ 111．2�

（独）

56 ドンナマニーフィカ 牝2鹿 54 松若 風馬加藤 徹氏 荒川 義之 新冠 大栄牧場 458－ 22：01．7大差 250．2�
11 テイエムホマレボシ 牡2鹿 55 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桑嶋 峰雄 484－ 62：03．7大差 243．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，646，000円 複勝： 26，838，800円 枠連： 11，366，200円
馬連： 38，084，300円 馬単： 24，321，900円 ワイド： 24，316，200円
3連複： 51，838，700円 3連単： 91，475，400円 計： 294，887，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 280円 枠 連（8－8） 290円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 710円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計 266460 的中 � 72831（2番人気）
複勝票数 計 268388 的中 � 53516（2番人気）� 113084（1番人気）� 11770（6番人気）
枠連票数 計 113662 的中 （8－8） 30018（2番人気）
馬連票数 計 380843 的中 �� 115162（1番人気）
馬単票数 計 243219 的中 �� 27193（2番人気）
ワイド票数 計 243162 的中 �� 49485（1番人気）�� 7253（9番人気）�� 7213（10番人気）
3連複票数 計 518387 的中 ��� 24219（4番人気）
3連単票数 計 914754 的中 ��� 11009（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―13．1―13．1―12．7―12．6―12．6―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．3―50．4―1：03．1―1：15．7―1：28．3―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドシャプネス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2017．10．29 京都6着

2015．3．25生 牡2黒鹿 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 テイエムホマレボシ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムホマレボシ号は，平成29年11月12日から平成29年12月3日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドンナマニーフィカ号・テイエムホマレボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年12月11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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 京都競馬 第３日



3002711月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第3競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

812 パクスアメリカーナ 牡2芦 55 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 470－121：34．5 3．2�
33 ラ セ ッ ト 牡2鹿 55 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 472－ 41：34．71� 71．9�
22 ロードマドリード 牡2鹿 55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 61：35．65 1．8�
55 ゼットジガンテ 牡2鹿 55 �島 良太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 2 〃 クビ 12．1�
811 マーナガルム 牡2鹿 55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：36．13 21．1	

（独）

56 セイウンフォーカス 牡2鹿 55 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 464－ 41：36．31� 57．8

44 オークヒルロッジ 牡2青鹿55 和田 竜二宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 522＋221：37．36 19．4�
11 ベイブリッジ 牡2青鹿55 松田 大作�KTレーシング 橋口 慎介 浦河 三嶋牧場 432－ 41：37．51� 155．7�
79 モズマーチャン 牡2黒鹿55 浜中 俊 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか 上村 清志 496－ 2 〃 クビ 107．8
67 ハクサンエンペラー 牡2黒鹿55 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 478± 01：37．81� 10．4�
710 コンゴウサファイア 牝2青鹿 54

53 ☆岩崎 翼金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 444－ 21：37．9� 276．4�
68 マーブルタンギー 牡2鹿 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 462± 01：38．0クビ 523．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，152，500円 複勝： 60，437，400円 枠連： 9，655，300円
馬連： 42，031，200円 馬単： 27，739，200円 ワイド： 27，892，300円
3連複： 57，394，000円 3連単： 106，567，500円 計： 360，869，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 680円 � 110円 枠 連（3－8） 7，240円

馬 連 �� 9，380円 馬 単 �� 15，100円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 150円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 38，090円

票 数

単勝票数 計 291525 的中 � 73049（2番人気）
複勝票数 計 604374 的中 � 79204（2番人気）� 5684（8番人気）� 389716（1番人気）
枠連票数 計 96553 的中 （3－8） 1033（15番人気）
馬連票数 計 420312 的中 �� 3470（20番人気）
馬単票数 計 277392 的中 �� 1377（35番人気）
ワイド票数 計 278923 的中 �� 2433（22番人気）�� 68348（1番人気）�� 3506（18番人気）
3連複票数 計 573940 的中 ��� 10357（14番人気）
3連単票数 計1065675 的中 ��� 2028（105番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．9―12．4―12．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．3―46．2―58．6―1：10．9―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パクスアメリカーナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．13 新潟4着

2015．2．10生 牡2芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 3戦1勝 賞金 7，400，000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。

3002811月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時35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

56 ア イ ト ー ン 牡2鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480－ 21：49．9 27．2�

67 ブレイニーラン 牡2鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：50．11� 1．7�
11 レイエスプランドル 牡2鹿 55 幸 英明 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490± 01：50．31� 6．3�
68 メイケイゴールド 牡2芦 55 古川 吉洋名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 494＋ 6 〃 アタマ 17．7�
79 キタサンヴィクター 牡2鹿 55

54 ☆岩崎 翼�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 502＋ 21：50．51 46．8	
812 ロイヤルバローズ 牡2鹿 55 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 458－ 41：50．81� 4．2

55 シグナルコール 牡2鹿 55 松山 弘平前田 葉子氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 496＋ 41：50．9� 57．5�
44 マイネルルティレ 牡2栗 55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：51．11� 44．9�

（独）

811 トーセンアルタイル 牡2栗 55 和田 竜二島川 哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512－ 61：51．31� 28．3�
33 ハギノアグレッシブ 牡2栗 55 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 468－ 41：51．51� 51．9�
710 タマモキンバリー 牡2黒鹿55 �島 良太タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 426－ 21：53．2大差 304．7�
22 アンサーズヒア 牡2黒鹿55 松若 風馬�ノースヒルズ 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：53．3� 377．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，586，400円 複勝： 52，269，800円 枠連： 12，668，400円
馬連： 51，805，400円 馬単： 30，823，000円 ワイド： 35，966，300円
3連複： 69，712，800円 3連単： 111，070，200円 計： 405，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 230円 � 110円 � 140円 枠 連（5－6） 1，190円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 610円 �� 990円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 26，770円

票 数

単勝票数 計 415864 的中 � 12957（5番人気）
複勝票数 計 522698 的中 � 29118（4番人気）� 251628（1番人気）� 69280（3番人気）
枠連票数 計 126684 的中 （5－6） 8246（5番人気）
馬連票数 計 518054 的中 �� 17399（6番人気）
馬単票数 計 308230 的中 �� 2960（24番人気）
ワイド票数 計 359663 的中 �� 13994（6番人気）�� 8288（11番人気）�� 43575（2番人気）
3連複票数 計 697128 的中 ��� 22212（7番人気）
3連単票数 計1110702 的中 ��� 3008（81番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．8―12．5―13．2―12．9―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．2―48．7―1：01．9―1：14．8―1：26．7―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．1
3 6，12（5，7）（10，8）9（3，4，11）1，2 4 6（12，7，8）（5，9）11（3，4，1）－10，2

勝馬の
紹 介

ア イ ト ー ン �
�
父 キングズベスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．9 京都7着

2015．3．30生 牡2鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 2戦1勝 賞金 5，000，000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。



3002911月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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

710 エールショー 牡2芦 55 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460 ―1：24．8 13．8�

811 センスオブワンダー 牡2栗 55 A．シュタルケ 前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456 ― 〃 ハナ 16．7�

（独）

68 ユイフェンネル 牡2青鹿55 川田 将雅�キーファーズ 松永 幹夫 新ひだか 佐藤 陽一 458 ― 〃 クビ 3．8�
55 インナーパワー 牡2鹿 55 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482 ―1：25．12 151．4�
44 ティーサムライ 牡2黒鹿55 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：25．2クビ 32．9�
79 ニホンピロヘイロー 牝2鹿 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 468 ―1：25．3� 21．1	
22 ミスティック 牝2黒鹿54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 454 ―1：26．04 34．1

67 ラ ド ル ク ス 牝2栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 490 ― 〃 クビ 112．9�
33 トウカイエポナ 牝2栗 54 酒井 学内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 408 ―1：26．1クビ 79．0�
812 オミマイスルゾー �2黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 谷口牧場 438 ―1：26．42 118．7
56 カ ト レ ア 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 480 ―1：26．61 54．1�
11 ブ ー ス タ ー 牡2鹿 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 526 ―1：27．34 1．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，715，300円 複勝： 45，450，400円 枠連： 11，403，200円
馬連： 41，024，200円 馬単： 29，043，000円 ワイド： 25，633，100円
3連複： 52，551，100円 3連単： 87，012，700円 計： 324，833，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 390円 � 560円 � 230円 枠 連（7－8） 2，580円

馬 連 �� 6，250円 馬 単 �� 14，630円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 520円 �� 720円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 56，270円

票 数

単勝票数 計 327153 的中 � 19982（3番人気）
複勝票数 計 454504 的中 � 29726（3番人気）� 18978（4番人気）� 59690（2番人気）
枠連票数 計 114032 的中 （7－8） 3423（9番人気）
馬連票数 計 410242 的中 �� 5085（16番人気）
馬単票数 計 290430 的中 �� 1488（32番人気）
ワイド票数 計 256331 的中 �� 5249（14番人気）�� 13201（5番人気）�� 9095（9番人気）
3連複票数 計 525511 的中 ��� 5980（20番人気）
3連単票数 計 870127 的中 ��� 1121（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．6―37．0―49．4―1：01．4―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エールショー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2015．3．20生 牡2芦 母 シェルエメール 母母 ポンデローザ 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。

3003011月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．3
1：50．9

重
不良

57 テーオーエナジー 牡2栗 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 500 ―1：54．8 3．6�
22 マリアスパン 牝2鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 478 ―1：55．22� 38．4�
33 ケールダンセール 牝2芦 54 川田 将雅名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 ハナ 6．1�
11 ス マ ハ マ 牡2栗 55 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 530 ―1：56．26 8．9�
45 バ ク ハ ツ 牡2栗 55 M．デムーロ�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 516 ― 〃 アタマ 2．8�
69 ビップフェリックス 牡2栗 55 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 454 ―1：56．52 14．7	
711 ダノンロイヤル 牡2鹿 55 A．シュタルケ�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 512 ―1：56．6クビ 20．5


（独）

56 ア ク シ ス 牡2黒鹿55 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470 ―1：57．13 55．3�
813 マ ツ リ カ 牝2黒鹿54 岩田 康誠�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466 ―1：57．63 18．8�
812 インザハイエスト 牝2鹿 54 松田 大作吉田 照哉氏 北出 成人 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 アタマ 57．0
68 ティーエスプレッソ 牡2栗 55 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 498 ― 〃 ハナ 96．1�
710 カワチノシャモ 牡2青鹿55 国分 優作木村 信彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 落合 一巳 456 ―1：59．5大差 107．1�
44 ヤマカツヒーロー 牡2栗 55 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 520 ―2：00．13� 28．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，705，500円 複勝： 31，609，500円 枠連： 11，436，000円
馬連： 48，499，000円 馬単： 24，072，100円 ワイド： 30，924，300円
3連複： 60，191，700円 3連単： 74，413，800円 計： 312，851，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 500円 � 180円 枠 連（2－5） 4，770円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 7，590円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 410円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 44，110円

票 数

単勝票数 計 317055 的中 � 72991（2番人気）
複勝票数 計 316095 的中 � 66784（1番人気）� 11756（8番人気）� 48234（3番人気）
枠連票数 計 114360 的中 （2－5） 1856（21番人気）
馬連票数 計 484990 的中 �� 7246（18番人気）
馬単票数 計 240721 的中 �� 2378（29番人気）
ワイド票数 計 309243 的中 �� 4523（20番人気）�� 21694（2番人気）�� 3775（25番人気）
3連複票数 計 601917 的中 ��� 5867（27番人気）
3連単票数 計 744138 的中 ��� 1223（131番人気）

ハロンタイム 12．6―12．4―13．8―13．1―12．7―12．9―12．4―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．0―38．8―51．9―1：04．6―1：17．5―1：29．9―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．3
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーエナジー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Crafty Prospector 初出走

2015．3．11生 牡2栗 母 シルキークラフト 母母 Oceana 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 テーオーエナジー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



3003111月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分（番組第12競走を順序変更） （芝・右・外）
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
2：10．0
2：09．9

良
良

55 アドマイヤロブソン 牡3鹿 55 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 22：16．6 1．5�
22 シ ョ パ ン 牡4黒鹿57 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466－ 82：16．81� 2．2�
66 エスティーム 牡3黒鹿55 A．シュタルケ 岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 524－ 22：17．43� 25．7�

（独）

77 ウインクルサルーテ 牝4鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 434＋ 8 〃 クビ 15．9�
44 コスモバーダン 牡5鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 514－ 6 〃 ハナ 81．9	
33 アルムチャレンジ 牡3黒鹿55 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494± 02：17．71� 50．2

11 サウンドバーニング 牡5鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 418± 02：18．02 22．3�
88 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55 川須 栄彦竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B496＋ 42：19．49 113．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，925，700円 複勝： 48，039，600円 枠連： 発売なし
馬連： 49，178，000円 馬単： 35，214，000円 ワイド： 26，145，300円
3連複： 49，123，900円 3連単： 167，324，200円 計： 407，950，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 130円 馬 単 �� 200円

ワ イ ド �� 110円 �� 320円 �� 320円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，110円

票 数

単勝票数 計 329257 的中 � 165094（1番人気）
複勝票数 計 480396 的中 � 303465（1番人気）� 107477（2番人気）� 14447（5番人気）
馬連票数 計 491780 的中 �� 281667（1番人気）
馬単票数 計 352140 的中 �� 128211（1番人気）
ワイド票数 計 261453 的中 �� 135233（1番人気）�� 10745（7番人気）�� 10773（6番人気）
3連複票数 計 491239 的中 ��� 72479（3番人気）
3連単票数 計1673242 的中 ��� 108627（4番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．4―12．7―12．8―13．1―13．2―12．5―11．6―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．6―38．0―50．7―1：03．5―1：16．6―1：29．8―1：42．3―1：53．9―2：05．2

コーナー
通過順位

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

2
4
4，5，6（2，8）7，1，3
4，5（2，6）8（1，7）3

勝馬の
紹 介

アドマイヤロブソン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都3着

2014．3．13生 牡3鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 6戦3勝 賞金 35，450，000円
※コスモバーダン号・テイエムリヴィエラ号は，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。

3003211月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第8競走 ��3，170�第19回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・内外）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード3：30．4良

78 マイネルフィエスタ 牡7芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 516＋ 83：34．1 6．5�

66 タマモプラネット 牡7芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488＋ 4 〃 アタマ 3．2�
11 スズカプレスト 牡5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 464＋ 43：34．95 4．8�
55 ユウキビバワンダー �4栗 60 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 502＋ 83：35．0� 16．4�
44 テイエムオペラドン 牡8鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 504＋183：37．0大差 16．4�
79 ラ ス テ ラ 牝6鹿 58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 486＋ 23：38．06 48．4	
33 メイショウアラワシ 牡6栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 472－ 23：38．42	 33．5

810 ゼンノトライブ 牡4黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 450± 03：38．93 48．3�
811 ステージジャンプ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 504± 03：39．22 4．8�
22 マサノハヤテ 牡3黒鹿58 熊沢 重文猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 494－ 63：39．51	 21．2
67 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 林 満明曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 502－ 6 （競走中止） 7．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，267，000円 複勝： 38，433，600円 枠連： 19，312，000円
馬連： 69，232，300円 馬単： 32，476，900円 ワイド： 41，015，200円
3連複： 104，138，500円 3連単： 144，582，700円 計： 476，458，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 450円 �� 440円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 8，240円

票 数

単勝票数 計 272670 的中 � 33410（4番人気）
複勝票数 計 384336 的中 � 51008（3番人気）� 78820（1番人気）� 73512（2番人気）
枠連票数 計 193120 的中 （6－7） 21304（3番人気）
馬連票数 計 692323 的中 �� 45031（2番人気）
馬単票数 計 324769 的中 �� 9088（11番人気）
ワイド票数 計 410152 的中 �� 22853（4番人気）�� 23605（2番人気）�� 31746（1番人気）
3連複票数 計1041385 的中 ��� 57878（1番人気）
3連単票数 計1445827 的中 ��� 12716（13番人気）
上り 1マイル 1：51．4 4F 56．7－3F 42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
6＝2－8（1，11）－（5，3）9－4，10
6＝8－2，1，5－4－（11，9）－3－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルフィエスタ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ステートリードン デビュー 2012．7．22 札幌4着

2010．3．3生 牡7芦 母 フェリアード 母母 ユ キ グ ニ 障害：25戦3勝 賞金 109，128，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 ミヤジタイガ号は，9号障害〔バンケット〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



3003311月11日 晴 稍重 （29京都5）第3日 第9競走 ��
��1，400�

は な せ

花 背 特 別
発走14時35分 （ダート・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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 インフェルノ �5栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498± 01：23．9 2．9�

23 サ ヴ ィ 牡3黒鹿56 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 468＋ 61：24．0	 13．8�

（英）

36 タガノカトレア 牝3鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440＋ 81：24．1
 4．9�

47 ピースマーク 牡6鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B504－ 41：24．41
 20．9�
24 トウカイシュテルン 牝3鹿 54 和田 竜二内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 476＋ 41：24．61� 21．7�
510� メイショウボンロク 牡6栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 494± 01：24．81� 37．7�
714 アドマイヤシェル 牡7栗 57 松山 弘平近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 ハナ 63．5	
48 ブラックジョー �4青鹿57 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470± 01：25．11
 53．1

815 シーリーヴェール 牡6青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 494＋14 〃 アタマ 9．7�
612 ファームフェイス 牝3鹿 54 藤岡 佑介G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 464± 0 〃 ハナ 4．0�
12 ミトノゴールド 牡5栗 57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 21：25．52	 260．0�
11 ヒドゥンブレイド 牡7黒鹿57 A．シュタルケ �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B488＋ 2 〃 ハナ 271．9�

（独）

59 タガノグルナ 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482± 01：25．71� 21．9�

611 スズカウラノス 牡8鹿 57 松若 風馬永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか グランド牧場 466＋121：25．8	 287．4�
816 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426＋ 41：26．22	 111．5�
713 ロッテンマイヤー 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：28．4大差 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，746，900円 複勝： 68，805，200円 枠連： 27，934，800円
馬連： 114，062，200円 馬単： 47，291，700円 ワイド： 65，841，300円
3連複： 154，267，000円 3連単： 190，706，900円 計： 715，656，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 310円 � 210円 枠 連（2－3） 730円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 760円 �� 400円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 15，810円

票 数

単勝票数 計 467469 的中 � 126023（1番人気）
複勝票数 計 688052 的中 � 153807（1番人気）� 45370（5番人気）� 83139（3番人気）
枠連票数 計 279348 的中 （2－3） 29352（2番人気）
馬連票数 計1140622 的中 �� 42507（5番人気）
馬単票数 計 472917 的中 �� 10943（9番人気）
ワイド票数 計 658413 的中 �� 21745（6番人気）�� 46051（2番人気）�� 15062（13番人気）
3連複票数 計1542670 的中 ��� 38139（7番人気）
3連単票数 計1907069 的中 ��� 8743（29番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―11．8―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．5―46．3―58．3―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インフェルノ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2015．6．21 函館3着

2012．3．30生 �5栗 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 7戦4勝 賞金 38，771，000円
※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） 3頭 アサケパワー号・コパノリスボン号・シンゼンスタチュー号
（非抽選馬） 4頭 ウォーターピオニー号・コパノマイケル号・ジュエアトゥー号・テイエムリヴィエラ号
※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。

3003411月11日 晴 良 （29京都5）第3日 第10競走 ��
��2，200�

ひ え い

比叡ステークス
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55�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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：09．9

良
良

77 クィーンチャーム 牝5黒鹿55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 448－ 62：13．9 44．8�
（独）

89 ノーブルマーズ 牡4栗 57 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 496＋ 6 〃 クビ 5．9�
22 パフォーマプロミス 牡5栗 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：14．11� 3．6�
33 サトノケンシロウ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：14．2	 4．2�
11 ドレッドノータス 
4栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：14．52 14．3	
55 � リッチーリッチー 牡4栗 57 M．デムーロ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery B512± 02：14．6クビ 2．5

66 オウケンブラック 牡6鹿 57 松田 大作福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 480＋ 6 〃 クビ 44．2�
44 エクセレントミスズ 牡4鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 466＋ 22：14．7クビ 16．8�
88  スズカビスタ 牡6鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 476＋ 8 〃 ハナ 88．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，646，900円 複勝： 70，497，300円 枠連： 17，683，200円
馬連： 108，833，500円 馬単： 55，275，300円 ワイド： 55，865，000円
3連複： 131，026，100円 3連単： 263，872，700円 計： 755，700，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，480円 複 勝 � 690円 � 190円 � 140円 枠 連（7－8） 5，750円

馬 連 �� 7，660円 馬 単 �� 21，350円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，600円 �� 350円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 87，030円

票 数

単勝票数 計 526469 的中 � 9390（8番人気）
複勝票数 計 704973 的中 � 18427（8番人気）� 94518（4番人気）� 169962（2番人気）
枠連票数 計 176832 的中 （7－8） 2382（18番人気）
馬連票数 計1088335 的中 �� 10997（21番人気）
馬単票数 計 552753 的中 �� 1941（48番人気）
ワイド票数 計 558650 的中 �� 7343（20番人気）�� 8391（17番人気）�� 45988（5番人気）
3連複票数 計1310261 的中 ��� 12140（27番人気）
3連単票数 計2638727 的中 ��� 2198（207番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．8―12．3―12．1―12．3―12．3―12．2―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．4―37．2―49．5―1：01．6―1：13．9―1：26．2―1：38．4―1：50．3―2：01．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クィーンチャーム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．3．22 中京3着

2012．2．23生 牝5黒鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 19戦4勝 賞金 64，171，000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。



3003511月11日 晴 良 （29京都5）第3日 第11競走 ��
��1，600�第52回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

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

デイリースポーツ賞（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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．2
1：32．3

良
良

33 � ジャンダルム 牡2黒鹿55 A．アッゼニ 前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills
Co. Limited 484＋ 41：36．3 7．3�

（英）

88 カ ツ ジ 牡2鹿 55 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：36．51� 5．4�

55 ケイアイノーテック 牡2鹿 55 川田 将雅亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 472＋221：36．92	 5．2�
22 フロンティア 牡2栗 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 6 〃 アタマ 2．4�
89 ナムラアッパレ 牡2鹿 55 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 466± 01：37．32	 277．9	
11 ロードイヒラニ 牡2青鹿55 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 21：37．51� 36．2


（独）

77 カ ク リ ョ ウ 牡2黒鹿55 岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 476＋ 6 〃 クビ 221．2�
66 ヒシコスマー 牡2黒鹿55 浜中 俊阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 476－ 41：38．88 38．8�
44 メガリージョン 牡2鹿 55 M．デムーロ寺田千代乃氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 470± 0 （競走中止） 4．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 158，513，600円 複勝： 112，137，900円 枠連： 34，206，600円
馬連： 274，102，400円 馬単： 152，662，100円 ワイド： 111，509，300円
3連複： 298，803，300円 3連単： 775，964，700円 計： 1，917，899，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 190円 � 170円 � 170円 枠 連（3－8） 1，610円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 530円 �� 570円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 13，260円

票 数

単勝票数 計1585136 的中 � 183329（5番人気）
複勝票数 計1121379 的中 � 148118（5番人気）� 180036（3番人気）� 175954（4番人気）
枠連票数 計 342066 的中 （3－8） 16405（8番人気）
馬連票数 計2741024 的中 �� 136722（9番人気）
馬単票数 計1526621 的中 �� 35319（19番人気）
ワイド票数 計1115093 的中 �� 53735（8番人気）�� 48837（10番人気）�� 69406（5番人気）
3連複票数 計2988033 的中 ��� 97892（9番人気）
3連単票数 計7759647 的中 ��� 42397（64番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．1―13．0―12．3―12．4―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．7―48．7―1：01．0―1：13．4―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャンダルム �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2017．9．9 阪神1着

2015．4．25生 牡2黒鹿 母 Believe 母母 Great Christine 2戦2勝 賞金 45，322，000円
〔競走中止〕 メガリージョン号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3003611月11日 晴 良 （29京都5）第3日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分（番組第7競走を順序変更） （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
1：09．1
1：08．7

重
重

24 � パンサーバローズ 牡3黒鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar
Farm, LLC 494＋ 61：12．0 4．5�

48 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 藤岡 康太�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 456－ 41：12．1	 7．0�
714 ストロベリームーン 牝3青鹿54 池添 謙一�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 438＋ 21：12．42 3．3�
35 セ ン グ ウ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 482± 01：12．61
 45．8�
816 メイショウヤクシマ 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 470＋ 4 〃 ハナ 40．2�
510 スーパーライナー 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B502＋ 41：12．7クビ 4．7	
23 ダブルスプリット 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B480＋121：13．02 16．9

11 メイショウギガース 牡3青鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 470－ 21：13．1
 9．3�
59 ローゼンタール 牝4栗 55 岩田 康誠岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：13．2クビ 14．8�
47 ウエスタンビジュー 牝4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 B464－ 8 〃 ハナ 43．6
12 � リッカクロフネ 牡5芦 57

55 △森 裕太朗立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 470＋ 41：13．3	 123．5�
611 エイシンムー 牝3鹿 54 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 498＋ 4 〃 クビ 68．2�
815 オーミシューマン 牡3鹿 56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 460＋ 21：13．4クビ 34．6�
36 � サウンドスカイメサ 牝3鹿 54 国分 恭介増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 438－121：13．71	 93．7�
612 ヴィクトリアマンボ 牝4青鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 448± 01：14．44 65．6�

（15頭）
713� クールゼファー 牝4芦 55 M．デムーロ橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 528－28 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，416，700円 複勝： 69，909，600円 枠連： 37，981，500円
馬連： 66，257，900円 馬単： 28，708，000円 ワイド： 54，639，900円
3連複： 66，179，100円 3連単： 89，853，600円 計： 453，946，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 180円 � 150円 枠 連（2－4） 2，020円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 720円 �� 500円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 14，640円

票 数

単勝票数 差引計 404167（返還計269545） 的中 � 71798（2番人気）
複勝票数 差引計 699096（返還計270209） 的中 � 89967（4番人気）� 97959（3番人気）� 133879（1番人気）
枠連票数 差引計 379815（返還計 53987） 的中 （2－4） 14569（8番人気）
馬連票数 差引計 662579（返還計907548） 的中 �� 33717（6番人気）
馬単票数 差引計 287080（返還計515732） 的中 �� 7861（8番人気）
ワイド票数 差引計 546399（返還計440458） 的中 �� 18926（6番人気）�� 28603（3番人気）�� 27561（4番人気）
3連複票数 差引計 661791（返還計1443773） 的中 ��� 18917（4番人気）
3連単票数 差引計 898536（返還計2517879） 的中 ��� 4449（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．2―47．3―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パンサーバローズ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Gone West デビュー 2016．11．26 京都2着

2014．3．9生 牡3黒鹿 母 Grandma Martha 母母 Magicalmysterycat 5戦2勝 賞金 15，300，000円
〔競走除外〕 クールゼファー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 オーミシューマン号の騎手畑端省吾は，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：14番・12番・10番）

チカリータ号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・10番）



（29京都5）第3日 11月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 143頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

290，020，000円
10，120，000円
19，310，000円
1，830，000円
33，420，000円
58，320，000円
4，841，200円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
544，923，900円
660，310，100円
205，163，700円
948，900，300円
510，933，800円
530，077，000円
1，164，398，300円
2，186，266，600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 6，750，973，700円

総入場人員 17，895名 （有料入場人員 16，542名）
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