
3003711月12日 晴 良 （29京都5）第4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）

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

89 ス ト リ 牡2黒鹿55 松山 弘平金山 敏也氏 松下 武士 安平 �橋本牧場 476－ 41：25．8 17．5�
33 ミルトジョン 牡2黒鹿55 岩田 康誠永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 秋田育成牧場 484＋ 21：26．43� 1．5�
77 イチネンプリンス 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 458＋ 4 〃 ハナ 4．9�
78 ゼットアレース 牡2青 55 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 474＋121：26．61� 13．8�
66 ビッグウェーブ 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 482＋101：27．87 7．6	
22 ダイキリシマ 牡2黒鹿55 福永 祐一西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 474± 0 〃 クビ 57．2

11 デンコウメジャー 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム B460± 01：27．9� 136．8�
810 ブルベアミブナ 牡2鹿 55 藤岡 康太 �ブルアンドベア 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 61：28．21� 45．3�
55 ホ ク セ ツ �2青鹿 55

52 ▲三津谷隼人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B494＋281：28．51� 70．5
44 ダイチョウセブン 牡2青鹿55 和田 竜二長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 450－ 41：29．13� 19．2�
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売 得 金
単勝： 23，719，000円 複勝： 60，608，200円 枠連： 9，890，400円
馬連： 40，982，600円 馬単： 28，287，900円 ワイド： 24，263，300円
3連複： 54，698，400円 3連単： 115，838，600円 計： 358，288，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 200円 � 110円 � 120円 枠 連（3－8） 780円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 450円 �� 620円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 14，220円

票 数

単勝票数 計 237190 的中 � 11494（5番人気）
複勝票数 計 606082 的中 � 22780（5番人気）� 413923（1番人気）� 60686（2番人気）
枠連票数 計 98904 的中 （3－8） 9731（3番人気）
馬連票数 計 409826 的中 �� 22905（4番人気）
馬単票数 計 282879 的中 �� 4967（13番人気）
ワイド票数 計 242633 的中 �� 11741（5番人気）�� 8180（9番人気）�� 49248（1番人気）
3連複票数 計 546984 的中 ��� 34469（4番人気）
3連単票数 計1158386 的中 ��� 5903（40番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．3―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．5―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ト リ �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2017．9．9 阪神9着

2015．4．14生 牡2黒鹿 母 スノーヴァーダント 母母 ヴァーダントヒル 2戦1勝 賞金 5，000，000円

3003811月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時30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

33 バ イ ラ 牡2鹿 55 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 496＋101：12．8 2．6�
57 ラブリーイレブン 牝2栗 54 松若 風馬吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 428± 01：13．22� 22．8�
711 ビ ッ グ ボ ス 牡2黒鹿55 松山 弘平小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 482＋ 41：13．3� 16．6�
69 クォーターバック 牡2黒鹿55 福永 祐一新井 康司氏 安田 隆行 新冠 ヤマタケ牧場 456± 0 〃 ハナ 2．7�
712 パープルヒストリー 牡2栗 55 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 430± 01：13．61� 55．9�
34 リンクスナナ 牝2栗 54 �島 良太目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 450－ 41：14．45 6．0�
11 ビギナーズラック 牡2鹿 55 松田 大作	KTレーシング 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500＋ 21：14．61	 40．6

22 クールウイン 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 470± 01：15．13 87．4�
46 ク グ ロ フ 牡2黒鹿55 藤岡 康太 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 田中 裕之 490－ 61：15．2
 18．1�
813 メイショウランマル 牡2栗 55

54 ☆荻野 極松本 好雄氏 西園 正都 浦河 太陽牧場 436－ 21：15．73 33．0
610 ワールドカフェ 牡2栗 55 筒井 勇介寺田千代乃氏 斉藤 崇史 新ひだか 矢野牧場 524＋12 〃 ハナ 25．6�

（笠松）

45 スズカヒューズ 牡2栗 55 藤懸 貴志永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 森 牧場 496＋ 21：16．44 453．3�
814 アイファージュリア 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 静内山田牧場 408± 01：17．25 342．3�
58 シゲルハクサイ 牡2黒鹿55 高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 492－ 41：17．62� 195．1�
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売 得 金
単勝： 28，112，000円 複勝： 27，124，300円 枠連： 12，754，000円
馬連： 50，218，400円 馬単： 26，861，500円 ワイド： 30，266，700円
3連複： 69，779，500円 3連単： 97，296，700円 計： 342，413，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 340円 � 320円 枠 連（3－5） 1，620円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 650円 �� 570円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 20，870円

票 数

単勝票数 計 281120 的中 � 87191（1番人気）
複勝票数 計 271243 的中 � 71744（1番人気）� 16706（6番人気）� 18028（4番人気）
枠連票数 計 127540 的中 （3－5） 6081（5番人気）
馬連票数 計 502184 的中 �� 21729（5番人気）
馬単票数 計 268615 的中 �� 8453（8番人気）
ワイド票数 計 302667 的中 �� 12131（5番人気）�� 14051（4番人気）�� 3326（23番人気）
3連複票数 計 697795 的中 ��� 9490（18番人気）
3連単票数 計 972967 的中 ��� 3379（64番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．6―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 4（7，11）（6，9）3，10，2（1，13）12，14－5，8 4 4（7，11）3（6，9）（2，10）1，12（14，13）－5－8

勝馬の
紹 介

バ イ ラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2017．6．25 阪神9着

2015．3．2生 牡2鹿 母 コウエイテンプウ 母母 リ ベ ラ ノ 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルハクサイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月12日まで平地

競走に出走できない。
アイファージュリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月12日まで平地
競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 京都競馬 第４日

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3003911月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：20．5
1：20．3

良
良

46 グ リ エ ル マ 牝2鹿 54 川田 将雅小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 462＋ 21：23．1 3．7�
11 エイシンウェルズ 牝2栗 54 C．ルメール�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 442＋ 21：23．31� 5．5�
712 ミトノアミーゴ 牡2栗 55 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 448＋ 41：23．4クビ 13．8�
611 エイカイマドンナ 牝2鹿 54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 クビ 13．8�
610 ド ラ セ ナ 牡2黒鹿55 C．デムーロ 林 正道氏 角居 勝彦 新冠 秋田牧場 466－121：23．61� 2．4�

（仏）

22 メイショウタフマン 牡2鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 458－ 41：23．7	 271．8	
34 メイショウルクール 牝2鹿 54 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 480－ 41：23．8	 382．1

59 クリノルーベンス 牡2栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 426－ 41：24．01� 107．2�
23 ナンヨーオートヌ 牡2青鹿55 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 480＋ 41：24．21� 21．3�
815 ケイティノーブル 牡2栗 55 松山 弘平瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 452＋ 21：24．41� 186．8
58 � ホワイトサクセス 牝2芦 54 和田 竜二栗山 良子氏 
島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 454＋141：24．5	 36．2�
713 タレンティドガイ 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 460± 01：24．92� 127．1�
35 ヒロノカチドキ 牡2青 55 国分 優作小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 450± 01：25．21� 360．1�
814 ジューンジョイ 牝2黒鹿54 高田 潤吉川 潤氏 松下 武士 浦河 辻 牧場 402－ 41：25．62� 366．1�
47 サンライズカナロア 牡2黒鹿55 横山 典弘松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 452＋ 2 （競走中止） 13．0�
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売 得 金
単勝： 33，818，500円 複勝： 44，118，700円 枠連： 13，570，800円
馬連： 57，171，200円 馬単： 29，270，700円 ワイド： 35，916，900円
3連複： 77，054，800円 3連単： 105，909，600円 計： 396，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 190円 � 220円 枠 連（1－4） 730円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 380円 �� 500円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 10，530円

票 数

単勝票数 計 338185 的中 � 75632（2番人気）
複勝票数 計 441187 的中 � 102338（2番人気）� 56230（3番人気）� 42829（4番人気）
枠連票数 計 135708 的中 （1－4） 14254（3番人気）
馬連票数 計 571712 的中 �� 48197（3番人気）
馬単票数 計 292707 的中 �� 13712（4番人気）
ワイド票数 計 359169 的中 �� 25897（3番人気）�� 18532（6番人気）�� 10355（11番人気）
3連複票数 計 770548 的中 ��� 19811（9番人気）
3連単票数 計1059096 的中 ��� 7288（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．8―48．1―59．9―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ リ エ ル マ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．21 京都2着

2015．3．5生 牝2鹿 母 アズマサンダース 母母 オースミシャイン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 サンライズカナロア号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 サンライズカナロア号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。

3004011月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時30分 （芝・右）

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

46 フィニフティ 牝2芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428 ―1：36．7 2．0�
712 キューピッドアロー 牝2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464 ―1：37．01� 5．6�
11 レッドプリモ 牝2鹿 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434 ―1：37．21� 14．3�
57 ウインルチル 牝2栗 54 松山 弘平�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 428 ― 〃 ハナ 141．5�
610 ミッドサマーコモン 牝2鹿 54 浜中 俊 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 436 ―1：37．41� 7．3	
22 フォーチュンカムズ 牝2栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462 ―1：37．61 41．1

711 アングルティール 牝2黒鹿54 M．デムーロ�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420 ― 〃 クビ 4．9�
69 ピエナフラッシュ 牝2鹿 54 藤岡 康太本谷 兼三氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 460 ―1：37．7� 75．6�
58 エイシンメッセ 牝2黒鹿 54

53 ☆荻野 極�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 434 ―1：37．8� 126．1
33 トーホウアルテミス 牝2栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 472 ―1：38．11� 36．7�
813 ハギノサムサラ 牝2黒鹿54 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 446 ―1：38．31 196．2�
34 ヴ ェ ッ セ ル 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �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 420 ― 〃 アタマ 209．2�

45 オテンバキッズ 牝2鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 67．7�
814 キタノタマテバコ 牝2鹿 54 川田 将雅北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 412 ―1：39．04 55．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，654，000円 複勝： 40，080，200円 枠連： 14，852，100円
馬連： 50，272，700円 馬単： 30，594，000円 ワイド： 31，975，400円
3連複： 66，000，100円 3連単： 107，212，600円 計： 380，641，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 200円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 290円 �� 390円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 396540 的中 � 159985（1番人気）
複勝票数 計 400802 的中 � 151086（1番人気）� 48850（2番人気）� 34396（5番人気）
枠連票数 計 148521 的中 （4－7） 40253（1番人気）
馬連票数 計 502727 的中 �� 50105（3番人気）
馬単票数 計 305940 的中 �� 23472（3番人気）
ワイド票数 計 319754 的中 �� 30304（2番人気）�� 20942（4番人気）�� 8251（11番人気）
3連複票数 計 660001 的中 ��� 24612（6番人気）
3連単票数 計1072126 的中 ��� 12091（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．5―48．9―1：01．4―1：13．6―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィニフティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．3．16生 牝2芦 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3004111月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20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

22 ダノンフォーチュン 牡2鹿 55 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 506 ―1：50．7 2．0�
44 シ ー リ ア 牝2青鹿54 C．デムーロ �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456 ―1：51．33� 3．2�

（仏）

67 レッドルーク 牡2鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 辻 牧場 488 ― 〃 クビ 12．7�
79 ポートフィリップ 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 アタマ 9．6�
66 ソ ー グ レ ア 牡2黒鹿55 横山 典弘�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 476 ― 〃 ハナ 41．3	
810 アトラエンテ 牡2芦 55 C．ルメール 杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 518 ―1：51．61� 10．0

11 ウインタリエンテ 牝2芦 54 松若 風馬�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 424 ―1：51．7� 37．0�
811 サンライズルーク 牡2鹿 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 504 ―1：51．8� 28．3�
78 デンコウスティール 牡2鹿 55 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 456 ―1：52．97 126．5
55 リッカウェイ 牡2鹿 55 幸 英明立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 原口牧場 454 ―1：53．0� 65．3�
33 ブルベアナガイモ 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 小倉 光博 480 ―1：53．31� 219．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，520，800円 複勝： 40，152，200円 枠連： 11，602，200円
馬連： 53，107，600円 馬単： 33，300，100円 ワイド： 31，251，400円
3連複： 67，072，600円 3連単： 118，142，100円 計： 398，149，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 360円 �� 490円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，310円

票 数

単勝票数 計 435208 的中 � 178745（1番人気）
複勝票数 計 401522 的中 � 151292（1番人気）� 77213（2番人気）� 33164（5番人気）
枠連票数 計 116022 的中 （2－4） 31987（1番人気）
馬連票数 計 531076 的中 �� 145314（1番人気）
馬単票数 計 333001 的中 �� 50260（1番人気）
ワイド票数 計 312514 的中 �� 59857（1番人気）�� 20004（4番人気）�� 13562（7番人気）
3連複票数 計 670726 的中 ��� 59007（3番人気）
3連単票数 計1181421 的中 ��� 37027（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．9―13．2―12．8―12．3―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．5―49．4―1：02．6―1：15．4―1：27．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフォーチュン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2015．3．19生 牡2鹿 母 ペニーズフォーチュン 母母 Lovlier Linda 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。

3004211月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

11 トゥールエッフェル 牝4芦 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 522＋ 41：53．1 56．5�
33 フォンターナリーリ 牝4鹿 55 A．アッゼニ 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋10 〃 ハナ 1．9�

（英）

56 ワンダーレアリサル 牝3鹿 53 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 490＋ 81：53．63 7．2�
710 クインアマランサス 牝3栗 53

52 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 〃 クビ 34．1�
69 ワタシノロザリオ 牝3青鹿53 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 444＋ 41：53．7� 57．3	
45 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 458± 01：53．91� 55．3

68 � エクロジオン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 478＋ 21：54．0クビ 21．6�
44 ナムラライラ 牝3黒鹿53 松若 風馬奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 458＋ 8 〃 ハナ 51．1�
57 ス ペ ク タ ー 牝3鹿 53 浜中 俊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 494± 0 〃 ハナ 3．9
711 コンプリートベスト 牝3鹿 53 和田 竜二吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B464± 01：54．31� 6．5�
812� メイショウクノイチ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 444＋ 4 〃 アタマ 131．6�
22 � スイートアリエッタ 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗岩﨑 僖澄氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 434＋ 41：55．15 255．7�
813� バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 太宰 啓介中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 452± 01：55．2クビ 35．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，052，200円 複勝： 40，780，200円 枠連： 15，981，900円
馬連： 62，406，800円 馬単： 34，052，900円 ワイド： 38，894，800円
3連複： 86，356，900円 3連単： 130，212，100円 計： 441，737，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，650円 複 勝 � 1，020円 � 120円 � 210円 枠 連（1－3） 5，070円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 19，130円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 6，180円 �� 370円

3 連 複 ��� 13，880円 3 連 単 ��� 151，280円

票 数

単勝票数 計 330522 的中 � 4675（10番人気）
複勝票数 計 407802 的中 � 6368（11番人気）� 132414（1番人気）� 43451（4番人気）
枠連票数 計 159819 的中 （1－3） 2439（13番人気）
馬連票数 計 624068 的中 �� 7467（18番人気）
馬単票数 計 340529 的中 �� 1335（44番人気）
ワイド票数 計 388948 的中 �� 4493（21番人気）�� 1491（40番人気）�� 30457（3番人気）
3連複票数 計 863569 的中 ��� 4665（40番人気）
3連単票数 計1302121 的中 ��� 624（300番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．2―12．7―12．7―12．4―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．8―50．5―1：03．2―1：15．6―1：27．9―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥールエッフェル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．2 札幌5着

2013．3．14生 牝4芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 19戦2勝 賞金 19，200，000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。



3004311月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分（番組第8競走を順序変更） （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
1：47．8
1：47．8

重
重

12 ザイディックメア 牡5鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 468± 01：52．2 8．6�
47 ユ ラ ノ ト 牡3栗 55 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 488＋18 〃 アタマ 3．5�
713� ソレイユドパリ 牡3栗 55 R．ムーア 吉田 千津氏 堀 宣行 米 Stone Farm 524＋ 41：52．3	 2．5�

（英）

59 
 キングズアフェアー �5黒鹿57 川田 将雅吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 528＋ 41：52．4クビ 27．5�
816 サンライズウィズ 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 490＋ 41：52．82� 16．9�
612 テイエムグッドマン 牡3鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 498＋ 81：53．01 14．7	
48 キーグラウンド 牡3鹿 55 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 494＋10 〃 クビ 6．2

35 プレシャスルージュ �5黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：53．42� 20．9�
36 テイエムアンムート 牝3黒鹿 53

52 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 492＋ 4 〃 クビ 32．7�

510 オイルタウン 牡5栗 57 岩田 康誠山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 478＋101：53．61 87．2
23 ニホンピロサンダー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 492＋ 2 〃 ハナ 304．0�
815 ガ ン コ 牡4青鹿57 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 490＋ 41：54．13 62．6�
714 ハッピーメモリーズ 牡6芦 57 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 496－ 81：54．63 354．5�
24 ロードプレステージ 牡5黒鹿57 C．デムーロ �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム B456－ 2 〃 ハナ 65．8�

（仏）

611 スランジバール 牡8鹿 57
55 △森 裕太朗�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 488＋ 81：54．81 135．2�

11 メイショウサルーテ 牝6鹿 55
52 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 530＋ 21：56．410 332．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，309，500円 複勝： 48，920，400円 枠連： 20，194，500円
馬連： 78，302，500円 馬単： 35，125，900円 ワイド： 46，450，700円
3連複： 101，090，400円 3連単： 126，157，600円 計： 497，551，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 140円 � 130円 枠 連（1－4） 1，070円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 520円 �� 500円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 16，200円

票 数

単勝票数 計 413095 的中 � 38136（4番人気）
複勝票数 計 489204 的中 � 58945（3番人気）� 94420（2番人気）� 104687（1番人気）
枠連票数 計 201945 的中 （1－4） 14596（2番人気）
馬連票数 計 783025 的中 �� 37792（5番人気）
馬単票数 計 351259 的中 �� 5819（15番人気）
ワイド票数 計 464507 的中 �� 21660（5番人気）�� 22325（4番人気）�� 47848（1番人気）
3連複票数 計1010904 的中 ��� 47749（2番人気）
3連単票数 計1261576 的中 ��� 5643（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―50．1―1：02．6―1：14．8―1：27．5―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ザイディックメア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．1 京都4着

2012．5．2生 牡5鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 23戦4勝 賞金 52，308，000円
〔発走状況〕 テイエムアンムート号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムアンムート号は，平成29年11月13日から平成29年12月12日まで出走停止。停止期間の満

了後に開催競馬場で発走調教再審査。
※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 テイエムチューハイ号
※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。

3004411月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第8競走 ��
��1，600�ドンカスターカップ

発走13時55分（番組第12競走を順序変更） （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．11．12以降29．11．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ドンカスター競馬場賞（1着）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

88 グレイスミノル 牝5青鹿54 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 498＋ 21：34．6 10．8�
66 トゥザクラウン 牡3鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 クビ 1．9�

（英）

22 デ リ ス モ ア 牝3鹿 52 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 470＋ 41：34．7� 6．3�
11 ドルチャーリオ 牡4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 448－ 61：34．8� 3．4�
77 ビナイーグル 牡4鹿 56 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 新ひだか 塚田 達明 518＋ 81：35．33 6．7�
33 デュパルクカズマ 牡3鹿 52 松若 風馬合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 440＋ 21：35．62 53．1	
44 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 53 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 478± 01：35．7クビ 72．5

55 レッドカーペット 牡4栗 53 荻野 極 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524± 01：35．91� 46．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 44，336，400円 複勝： 55，134，300円 枠連： 発売なし
馬連： 74，318，600円 馬単： 48，151，700円 ワイド： 33，991，700円
3連複： 73，382，200円 3連単： 229，324，300円 計： 558，639，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 200円 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 350円 �� 620円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 443364 的中 � 32636（5番人気）
複勝票数 計 551343 的中 � 37255（5番人気）� 289314（1番人気）� 53305（3番人気）
馬連票数 計 743186 的中 �� 66237（4番人気）
馬単票数 計 481517 的中 �� 11891（13番人気）
ワイド票数 計 339917 的中 �� 24926（6番人気）�� 12557（10番人気）�� 37761（2番人気）
3連複票数 計 733822 的中 ��� 38603（6番人気）
3連単票数 計2293243 的中 ��� 12559（44番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．3―11．8―11．5―11．5―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．1―46．9―58．4―1：09．9―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 7＝8，6，1，5－2，3，4 4 7＝8（1，6）－（2，5）－3，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グレイスミノル 
�
父 バ ゴ 

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．9．28 阪神7着

2012．3．24生 牝5青鹿 母 シャンハイレディ 母母 アンドレディー 29戦4勝 賞金 76，775，000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。



3004511月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第9競走 ��
��2，000�

き ぎ く

黄 菊 賞
発走14時25分 （芝・右）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．8

良
良

711 ジュンヴァルロ 牡2栗 55 R．ムーア 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482± 02：01．8 9．4�
（英）

56 ケイティクレバー 牡2鹿 55 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 千歳 社台ファーム 442± 02：01．9� 95．7�
45 ドンアルゴス 牡2黒鹿55 岩田 康誠山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B500－ 4 〃 ハナ 9．6�
33 � タニノフランケル 牡2青鹿55 福永 祐一谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 526± 0 〃 ハナ 4．8�
57 オーデットエール 牡2鹿 55 川田 将雅中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 474＋ 42：02．0� 28．1�
22 メイショウテッコン 牡2青鹿55 幸 英明松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 496＋10 〃 ハナ 36．7�
812 シースプラッシュ 牡2鹿 55 和田 竜二 	社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 44．3

68 マイスターシャーレ 牡2鹿 55 C．ルメール�山紫水明 松田 国英 日高 下河辺牧場 484＋102：02．1クビ 2．7�
11 サダムラピュタ 牡2黒鹿55 池添 謙一大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 466＋ 22：02．84 59．0
69 ブラゾンダムール 牡2黒鹿55 M．デムーロ�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 476－ 6 〃 ハナ 3．8�
710 キボウノダイチ 牡2黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 484＋ 4 〃 ハナ 73．9�
44 ギャンブラー 牡2黒鹿55 C．デムーロ 大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 514－ 22：04．39 45．6�

（仏）

813	 スリルトサスペンス 牝2栗 54 筒井 勇介	ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 440－ 62：04．72
 531．5�
（笠松） （笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 68，356，300円 複勝： 73，961，500円 枠連： 26，756，200円
馬連： 120，989，700円 馬単： 58，949，100円 ワイド： 67，853，700円
3連複： 149，780，600円 3連単： 235，614，700円 計： 802，261，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 340円 � 1，440円 � 270円 枠 連（5－7） 4，400円

馬 連 �� 24，920円 馬 単 �� 44，070円

ワ イ ド �� 6，380円 �� 1，220円 �� 6，630円

3 連 複 ��� 53，690円 3 連 単 ��� 343，010円

票 数

単勝票数 計 683563 的中 � 61431（4番人気）
複勝票数 計 739615 的中 � 59968（5番人気）� 11470（12番人気）� 79549（4番人気）
枠連票数 計 267562 的中 （5－7） 4709（14番人気）
馬連票数 計1209897 的中 �� 3762（48番人気）
馬単票数 計 589491 的中 �� 1003（86番人気）
ワイド票数 計 678537 的中 �� 2697（47番人気）�� 14772（11番人気）�� 2593（48番人気）
3連複票数 計1497806 的中 ��� 2092（109番人気）
3連単票数 計2356147 的中 ��� 498（629番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．2―48．5―1：01．1―1：14．3―1：26．5―1：38．1―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュンヴァルロ �
�
父 New Approach �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2017．10．8 京都1着

2015．3．29生 牡2栗 母 ウェイクミーアップ 母母 Hymn of the Dawn 2戦2勝 賞金 17，280，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3004611月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第10競走 ��
��1，800�

かんげつきょう

観月橋ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

33 ラインルーフ 牡5栗 57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 518＋ 21：50．7 124．9�
811 クリノリトミシュル 牝4鹿 55 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 502± 01：50．91� 3．5�
79 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 506± 01：51．11� 8．6�
56 テンザワールド 牡3栗 55 和田 竜二天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 クビ 2．5�
55 カ ラ ク プ ア 牡4黒鹿57 幸 英明�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B492＋ 61：51．2	 30．2�
44 カフェリュウジン 牡7鹿 57 森 裕太朗西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 530± 01：51．3	 93．4	
812 スマートボムシェル 牡5栗 57 川田 将雅大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 506＋ 21：51．72	 16．0

67 ヴ ァ ロ ー ア 牝5鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 466＋ 41：51．91� 9．9�
11 ロイカバード 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456－ 41：52．53	 6．7
68 ミキノグランプリ 牡6栗 57 田中 健谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 476－ 21：52．6クビ 31．5�
710 ベルウッドケルン 牡5栗 57 松田 大作鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 482－ 61：53．02	 114．3�
22 ドラゴンシュバリエ 牡4芦 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：53．63	 16．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，461，300円 複勝： 65，145，900円 枠連： 27，840，600円
馬連： 138，898，600円 馬単： 63，257，200円 ワイド： 69，272，900円
3連複： 175，632，700円 3連単： 272，766，500円 計： 870，275，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，490円 複 勝 � 2，430円 � 160円 � 240円 枠 連（3－8） 9，360円

馬 連 �� 28，480円 馬 単 �� 85，790円

ワ イ ド �� 7，930円 �� 9，370円 �� 470円

3 連 複 ��� 45，780円 3 連 単 ��� 525，940円

票 数

単勝票数 計 574613 的中 � 3678（12番人気）
複勝票数 計 651459 的中 � 5009（12番人気）� 133872（2番人気）� 70516（4番人気）
枠連票数 計 278406 的中 （3－8） 2304（21番人気）
馬連票数 計1388986 的中 �� 3779（42番人気）
馬単票数 計 632572 的中 �� 553（93番人気）
ワイド票数 計 692729 的中 �� 2128（45番人気）�� 1797（47番人気）�� 41885（4番人気）
3連複票数 計1756327 的中 ��� 2877（84番人気）
3連単票数 計2727665 的中 ��� 376（655番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．1―47．2―59．8―1：12．6―1：25．4―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインルーフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．9 京都4着

2012．3．27生 牡5栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 14戦5勝 賞金 69，477，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



3004711月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��2，200�第42回エリザベス女王杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�

エリザベス女王杯・京都府知事賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 93，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，300，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．0
2：09．9
2：11．2

良
良
良

35 モズカッチャン 牝3黒鹿54 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 476－ 22：14．3 7．7�
24 クロコスミア 牝4黒鹿56 和田 竜二大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 428＋ 4 〃 クビ 26．4�
510 ミッキークイーン 牝5鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 アタマ 7．2�
715 マキシマムドパリ 牝5芦 56 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 454－ 22：14．51	 119．0�
816 ヴ ィ ブ ロ ス 牝4青 56 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436＋ 22：14．6
 2．8�
612 スマートレイアー 牝7芦 56 川田 将雅大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 4 〃 ハナ 11．2	
47 クイーンズリング 牝5黒鹿56 C．デムーロ 吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 アタマ 15．1


（仏）

36 リスグラシュー 牝3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：14．7
 15．0�
817 ルージュバック 牝5鹿 56 R．ムーア �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454－ 22：14．8クビ 6．2

（英）

23 トーセンビクトリー 牝5鹿 56 A．アッゼニ 島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472－ 62：14．9
 86．7�
（英）

818 エテルナミノル 牝4黒鹿56 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 22：15．0
 208．1�
611 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：15．1クビ 7．4�
59 デンコウアンジュ 牝4黒鹿56 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 454＋ 22：15．2
 165．9�
11 クインズミラーグロ 牝5黒鹿56 藤岡 康太 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 462± 02：15．41	 187．8�
12 ハッピーユニバンス 牝5黒鹿56 池添 謙一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 同着 263．1�
713 ジュールポレール 牝4鹿 56 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 02：15．61	 35．5�
48 タッチングスピーチ 牝5鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B478－ 42：15．7
 195．5�
714 ウキヨノカゼ 牝7黒鹿56 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 480± 02：16．23 264．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 680，215，400円 複勝： 759，482，000円 枠連： 566，637，500円 馬連： 2，255，272，800円 馬単： 934，433，400円
ワイド： 982，472，500円 3連複： 3，588，741，100円 3連単： 6，155，736，900円 5重勝： 496，846，800円 計： 16，419，838，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 630円 � 240円 枠 連（2－3） 4，020円

馬 連 �� 8，030円 馬 単 �� 15，890円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 870円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 20，760円 3 連 単 ��� 127，540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����� 115，930，920円

票 数

単勝票数 計6802154 的中 � 700417（5番人気）
複勝票数 計7594820 的中 � 821112（3番人気）� 268388（9番人気）� 898372（2番人気）
枠連票数 計5666375 的中 （2－3） 109170（13番人気）
馬連票数 計22552728 的中 �� 217551（30番人気）
馬単票数 計9344334 的中 �� 44101（59番人気）
ワイド票数 計9824725 的中 �� 115452（28番人気）�� 302687（8番人気）�� 84308（33番人気）
3連複票数 計35887411 的中 ��� 129636（68番人気）
3連単票数 計61557369 的中 ��� 34990（414番人気）
5重勝票数 差引計4968468（返還計398682） 的中 ����� 3

ハロンタイム 12．5―11．3―12．7―12．8―12．7―12．8―12．9―12．2―11．6―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―36．5―49．3―1：02．0―1：14．8―1：27．7―1：39．9―1：51．5―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．4
1
3

1，4－15，16，5，12，3（9，18）－（7，13）（10，17）6，8，2，11－14
1，4，15（5，18）16（3，9，13）（12，10）（7，17）（6，2）8－11－14

2
4

1，4－15，16（5，12）（3，9，18）（7，13）（6，10，17）－（8，2）－11－14・（1，4）15（5，16，18）（3，12，9，13）（7，10）17（6，2）8，11，14
勝馬の
紹 介

モズカッチャン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．2．27生 牝3黒鹿 母 サイトディーラー 母母 ベストブート 9戦4勝 賞金 234，398，000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。
（非抽選馬） 1頭 プロレタリアト号
※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。

3004811月12日 晴 良 （29京都5）第4日 第12競走 ��1，600�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） （芝・右・外）

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
1：31．4
1：30．7

良
良

818 アドマイヤリアル 牡4青鹿57 池添 謙一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492± 01：35．3 12．9�
35 エイシンスレイマン 牡3鹿 56 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 464± 01：35．4� 3．8�
36 アドマイヤアゼリ 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446＋101：35．82� 5．7�
714 アッフィラート 牝4鹿 55 R．ムーア �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 6 〃 ハナ 7．5�
（英）

611 ルエヴェルロール 牝3黒鹿54 和田 竜二 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 8 〃 クビ 19．7	

11 シャイニーピース 牡3鹿 56 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 480－ 61：35．9クビ 76．5

715 ジョーアラビカ 牡3芦 56 M．デムーロ上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 504－ 4 〃 クビ 9．7�
510 サンクボヌール 牝5栗 55 松若 風馬 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 21：36．0� 55．2�
47 ラ グ ナ グ 牝4栗 55 四位 洋文吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 480－ 61：36．21� 23．5
59 ダノンディーヴァ 牝3黒鹿54 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468＋ 61：36．3� 4．9�
48 レイズアベール 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 462＋18 〃 アタマ 21．5�
23 ライオネルカズマ 牡3鹿 56 A．アッゼニ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B510－ 21：36．4� 24．5�

（英）

816 ルーズベルトゲーム 牝3黒鹿54 C．デムーロ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 434＋10 〃 ハナ 14．4�
（仏）

12 エスペランサリュウ 牡4鹿 57 柴田 未崎江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 488＋ 41：36．82� 322．1�
817 スズカチャレンジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 482－ 6 〃 クビ 226．1�
24 サーサルヴァトーレ 牡5黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490± 01：36．9クビ 212．9�
713 ウインクレド 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 494＋ 8 〃 クビ 106．6�

（17頭）
612 ドラゴンマジック 	5栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 120，052，300円 複勝： 144，618，800円 枠連： 72，686，100円
馬連： 244，692，500円 馬単： 97，348，700円 ワイド： 146，599，900円
3連複： 328，662，800円 3連単： 457，273，200円 計： 1，611，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 330円 � 160円 � 210円 枠 連（3－8） 790円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，930円 �� 500円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 36，240円

票 数

単勝票数 計1200523 的中 � 74123（6番人気）
複勝票数 計1446188 的中 � 94466（6番人気）� 280667（1番人気）� 177045（3番人気）
枠連票数 計 726861 的中 （3－8） 70431（3番人気）
馬連票数 計2446925 的中 �� 68027（8番人気）
馬単票数 計 973487 的中 �� 11869（21番人気）
ワイド票数 計1465999 的中 �� 35209（9番人気）�� 18569（25番人気）�� 80113（2番人気）
3連複票数 計3286628 的中 ��� 42805（13番人気）
3連単票数 計4572732 的中 ��� 9146（86番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．9―12．2―12．1―11．8―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．2―48．4―1：00．5―1：12．3―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．8
3 ・（18，17）13（7，8，15）（5，3，9，16）（1，2，6，11）（14，10）4 4 18（17，15，11）13（7，4）（16，6）（8，9）5（3，2，10）1，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤリアル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．3．13 阪神1着

2013．2．11生 牡4青鹿 母 チ ア フ ル 母母 Kartajana 5戦2勝 賞金 14，600，000円
〔出走取消〕 ドラゴンマジック号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ジョーアラビカ号の騎手M．デムーロは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 テイケイレーヴ号・ディープエクシード号・メイショウカクオビ号
※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。

５レース目



（29京都5）第4日 11月12日（日曜日） 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
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

362，420，000円
24，410，000円
6，510，000円
44，710，000円
67，276，000円
4，852，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
1，213，607，700円
1，400，126，700円
792，766，300円
3，226，634，000円
1，419，633，100円
1，539，209，900円
4，838，252，100円
8，151，484，900円
496，846，800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
5 重 勝
計 23，078，561，500円

総入場人員 51，848名 （有料入場人員 37，449名）
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