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3106111月20日 曇 重 （28京都5）第6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
1：23．6
1：23．1

重
重

610 イイデメモリー 牝2鹿 54 藤岡 康太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 544＋101：25．0 6．6�
713 ネオレジェンド 牝2黒鹿54 戸崎 圭太嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 462± 01：25．42� 6．7�
814 スーサンゴー 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448－ 41：25．5クビ 4．0�
23 サンタテレサ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490± 01：25．6� 9．4�
611 ミスレジェンド 牝2黒鹿54 C．ルメール �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456－ 4 〃 アタマ 2．8�
34 アスヘノキボウ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 438± 01：26．13 151．0	
59 ハ ナ サ キ 牝2青 54 大野 拓弥鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 458－ 21：26．31 20．6�
58 ヤマニンフィオレロ 牝2鹿 54 太宰 啓介土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 464＋ 41：26．4� 74．6�
22 シゲルビッグホーン 牝2栗 54 松若 風馬森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 454－ 21：26．61 66．9
46 グレートコマンダー 牝2黒鹿54 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 466－ 21：26．92 7．2�
712 クリノゼノビア 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 422－ 2 〃 クビ 297．4�
815 ディーアヴァン 牝2黒鹿54 岩田 康誠前川 俊行氏 庄野 靖志 浦河 富菜牧場 446－ 41：27．64 57．3�
35 マルヨアマテル 牝2鹿 54 柴田 未崎野村 春行氏 梅田 智之 浦河 鈴木 武蔵 434－ 41：27．7クビ 255．4�
11 サティーヌアロム 牝2鹿 54 松山 弘平飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B456－ 21：28．02 222．5�

（14頭）
47 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，980，300円 複勝： 32，659，800円 枠連： 12，193，500円
馬連： 50，179，700円 馬単： 24，256，800円 ワイド： 29，097，500円
3連複： 69，976，100円 3連単： 87，226，600円 計： 329，570，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 210円 � 150円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 870円 �� 410円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 16，020円

票 数

単勝票数 計 239803 的中 � 28958（3番人気）
複勝票数 計 326598 的中 � 37829（4番人気）� 37467（5番人気）� 67689（2番人気）
枠連票数 計 121935 的中 （6－7） 15537（2番人気）
馬連票数 計 501797 的中 �� 17165（11番人気）
馬単票数 計 242568 的中 �� 4778（16番人気）
ワイド票数 計 290975 的中 �� 8014（12番人気）�� 18943（4番人気）�� 15568（7番人気）
3連複票数 計 699761 的中 ��� 22535（8番人気）
3連単票数 計 872266 的中 ��� 3947（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．2―47．3―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イイデメモリー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2016．10．22 京都5着

2014．3．20生 牝2鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔出走取消〕 チェリーボンボン号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※ハナサキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3106211月20日 曇 重 （28京都5）第6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

47 レ ン レ ン 牝2栗 54 戸崎 圭太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 454－ 21：12．0 1．7�
816 カ ム カ ム 牡2鹿 55 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 462－ 21：12．21� 102．5�
23 タマモコーラス 牝2黒鹿54 岩田 康誠タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 440－ 81：12．94 27．0�
510 メイショウオクヒダ 牡2鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460－ 2 〃 クビ 10．8�
48 メイショウカグラ 牡2栗 55 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 492± 01：13．11� 43．5�
611 セクターヒーロー 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 野田 善己氏 村山 明 新ひだか 中橋 清 440－ 81：13．42 26．0	

（仏）

12 アスターフローラ 牝2栗 54 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 460－121：13．5クビ 97．4

35 ブルベアボア 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 460－ 81：13．6� 64．3�
713 エスケイフェスタ 牡2栗 55

53 △義 英真服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか へいはた牧場 408± 01：13．7� 247．1�
59 アグネスヴォルツ 牡2鹿 55 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 494＋ 41：13．91 74．1
24 メタルソース 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 454－ 41：14．0� 90．1�
11 ラニカイサンデー 牡2鹿 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 448＋ 21：14．1クビ 3．2�
36 ミキノタマテバコ 牝2栗 54 小牧 太谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 494± 01：14．41� 9．6�
815 テイクディスワルツ 牝2青鹿54 幸 英明�岡本牧場 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 B444－ 41：14．71� 156．2�
714 カシノスプリング 牡2栗 55 高倉 稜柏木 務氏 藤沢 則雄 様似 スイートフアーム 446＋ 81：14．91� 352．4�
612 キンショーアモーレ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 細川農場 460－ 21：15．11� 49．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，042，500円 複勝： 38，605，800円 枠連： 11，045，500円
馬連： 45，251，300円 馬単： 26，967，200円 ワイド： 27，500，100円
3連複： 64，185，500円 3連単： 94，285，100円 計： 330，883，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，410円 � 470円 枠 連（4－8） 3，440円

馬 連 �� 11，470円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 840円 �� 20，370円

3 連 複 ��� 53，130円 3 連 単 ��� 224，120円

票 数

単勝票数 計 230425 的中 � 102973（1番人気）
複勝票数 計 386058 的中 � 203451（1番人気）� 3359（13番人気）� 11372（6番人気）
枠連票数 計 110455 的中 （4－8） 2482（11番人気）
馬連票数 計 452513 的中 �� 3055（27番人気）
馬単票数 計 269672 的中 �� 1594（29番人気）
ワイド票数 計 275001 的中 �� 2494（26番人気）�� 8915（7番人気）�� 335（79番人気）
3連複票数 計 641855 的中 ��� 906（95番人気）
3連単票数 計 942851 的中 ��� 305（411番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．9―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．2―47．1―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ン レ ン �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．7．16 福島3着

2014．3．18生 牝2栗 母 ボーアンドベッグ 母母 モンタファイン 5戦1勝 賞金 8，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第６日



3106311月20日 曇 稍重 （28京都5）第6日 第3競走 ��2，000�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
1：59．8
1：59．8

良
良

69 アドマイヤローザ 牝2芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464± 02：02．6 3．0�
33 ユイフィーユ 牝2青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 468± 02：02．92 4．7�
711 ザモンゴメリー 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 02：03．11 2．8�
57 ボ ナ パ ル ト 牡2鹿 55 福永 祐一幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 500＋162：03．31� 12．7�
710 ス テ フ ィ ン 牡2鹿 55 藤岡 康太手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466－ 22：03．4� 9．5	
11 ライブリパシアン 牡2鹿 55 浜中 俊加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 508－ 42：03．71� 89．4

56 ニホンピロワールド 牡2鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 450－ 2 〃 クビ 209．2�
22 ケ ル ビ ン 牡2鹿 55 小牧 太野嶋 祥二氏 羽月 友彦 新ひだか 本桐牧場 498± 02：03．8� 63．8�
812 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 480－ 22：03．9� 60．0
68 ワンダラスサイト 牝2黒鹿54 松山 弘平 �コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 482± 02：04．21� 241．7�
813 キットダイジョウブ 牝2黒鹿 54

51 ▲荻野 極小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 420＋ 22：04．51� 72．1�
45 コスモヴァーズ 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 426± 02：04．82 10．0�
44 モンテゾーロ 牝2鹿 54

52 △義 英真�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 430± 02：05．33 115．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，504，100円 複勝： 31，721，000円 枠連： 11，544，100円
馬連： 50，657，800円 馬単： 29，433，900円 ワイド： 29，743，500円
3連複： 77，378，300円 3連単： 112，965，100円 計： 368，947，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（3－6） 740円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 260円 �� 190円 �� 290円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 3，360円

票 数

単勝票数 計 255041 的中 � 67507（2番人気）
複勝票数 計 317210 的中 � 70636（1番人気）� 54511（3番人気）� 65237（2番人気）
枠連票数 計 115441 的中 （3－6） 11999（3番人気）
馬連票数 計 506578 的中 �� 54653（2番人気）
馬単票数 計 294339 的中 �� 16377（4番人気）
ワイド票数 計 297435 的中 �� 28400（2番人気）�� 44237（1番人気）�� 23809（3番人気）
3連複票数 計 773783 的中 ��� 105241（1番人気）
3連単票数 計1129651 的中 ��� 24354（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．2―36．9―49．6―1：02．3―1：14．9―1：27．0―1：39．1―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤローザ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．10．23 京都2着

2014．2．21生 牝2芦 母 アドマイヤテンバ 母母 アドマイヤグルーヴ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ニホンピロワールド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3106411月20日 曇 重 （28京都5）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11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
1：51．3
1：50．9

重
不良

47 レッドアトゥ 牝2栗 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 460＋ 21：52．6 2．8�
714 アルムチャレンジ 牡2黒鹿55 幸 英明﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 41：52．91� 5．1�
815 ベディヴィア 牡2栗 55 松若 風馬 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 456－ 21：53．0� 8．5�
611 デ フ ィ 牡2鹿 55 戸崎 圭太佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 500－ 41：53．32 10．6�
36 エスポワールパレス 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 492＋ 41：53．4クビ 20．6	
24 アロマティカス 牡2鹿 55

53 △城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B442－ 4 〃 クビ 139．1

23 メイショウハチク 牡2鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460－ 61：53．72 5．4�
35 クリノライメイ 牡2青鹿55 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 480－ 81：54．01� 12．0�
11 サンライズカラマ 牡2栗 55

53 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 482＋ 21：54．31� 11．5

510 メイショウゴウキ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 安平 	橋本牧場 500± 0 〃 アタマ 90．4�
12 テ ィ ー コ ア 牡2栗 55 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 504－ 21：54．51� 263．5�
612 サンブリリアント 牝2栗 54 A．シュタルケ 西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 488＋ 21：56．3大差 104．6�

（独）

816 フライングスター 牡2栗 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 490－121：56．4クビ 166．8�
59 ラピッドシップ 牡2黒鹿55 M．バルザローナ 飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：56．72 25．3�

（仏）

48 エ ー ル 牡2黒鹿55 酒井 学�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B448－ 61：56．91 132．0�

713 コールストーム 牡2鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488－ 41：57．85 71．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，031，500円 複勝： 41，505，800円 枠連： 13，159，000円
馬連： 54，493，400円 馬単： 28，262，600円 ワイド： 35，418，100円
3連複： 82，965，000円 3連単： 100，145，600円 計： 383，981，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 170円 � 240円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 410円 �� 520円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 280315 的中 � 77486（1番人気）
複勝票数 計 415058 的中 � 86226（1番人気）� 65602（2番人気）� 35879（5番人気）
枠連票数 計 131590 的中 （4－7） 11745（2番人気）
馬連票数 計 544934 的中 �� 41058（2番人気）
馬単票数 計 282626 的中 �� 14476（1番人気）
ワイド票数 計 354181 的中 �� 23310（2番人気）�� 17451（3番人気）�� 9373（12番人気）
3連複票数 計 829650 的中 ��� 22649（6番人気）
3連単票数 計1001456 的中 ��� 8277（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．9―37．2―49．7―1：02．2―1：15．0―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアトゥ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．10．22 京都4着

2014．4．5生 牝2栗 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔その他〕 コールストーム号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 シゲルアミメキリン号・テイエムダンシャク号
※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。



3106511月20日 曇 良 （28京都5）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時20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

11 ポポカテペトル 牡2芦 55 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484 ―2：03．6 3．3�

（英）

810 シャドウマリア 牝2栗 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 クビ 5．2�
66 ナ ム ラ マ ル 牡2鹿 55 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 506 ― 〃 アタマ 2．6�
55 エンゲージスマイル 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース北出 成人 千歳 社台ファーム 444 ―2：04．23� 6．8�
89 プリンセスルーラー 牝2黒鹿54 M．バルザローナ 大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 488 ―2：04．41	 27．7	

（仏）

78 リュミエールドール 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528 ―2：04．72 25．5


44 ケ ン シ ン 牡2鹿 55 福永 祐一岡 浩二氏 谷 潔 青森 スプリングファーム 500 ―2：04．8� 9．6�
77 メイショウタカモリ 牡2芦 55 松若 風馬松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 496 ―2：04．9� 44．3�
33 テイエムアレグレス 牡2栗 55 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 470 ―2：05．11� 117．4
22 
 エアレーザー 牝2黒鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 笹田 和秀 米 North Hills

Co. Limited 470 ―2：05．52� 50．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 32，104，200円 複勝： 29，132，200円 枠連： 10，357，400円
馬連： 51，376，800円 馬単： 30，803，700円 ワイド： 26，602，100円
3連複： 63，040，300円 3連単： 109，337，700円 計： 352，754，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（1－8） 720円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 290円 �� 210円 �� 320円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，490円

票 数

単勝票数 計 321042 的中 � 76852（2番人気）
複勝票数 計 291322 的中 � 54290（2番人気）� 42581（3番人気）� 78068（1番人気）
枠連票数 計 103574 的中 （1－8） 11143（2番人気）
馬連票数 計 513768 的中 �� 45532（3番人気）
馬単票数 計 308037 的中 �� 16616（4番人気）
ワイド票数 計 266021 的中 �� 22752（3番人気）�� 34423（1番人気）�� 19483（4番人気）
3連複票数 計 630403 的中 ��� 62586（1番人気）
3連単票数 計1093377 的中 ��� 17649（8番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．3―13．0―13．0―12．6―12．0―11．9―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．7―38．0―51．0―1：04．0―1：16．6―1：28．6―1：40．5―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポポカテペトル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2014．2．22生 牡2芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 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。

3106611月20日 曇 良 （28京都5）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：08．0
1：07．8

良
良

33 � サ リ ネ ロ 牝2黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 中川 公成 米
Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gai

492 ―1：10．2 2．4�
55 ダイメイフジ 牡2鹿 55 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 518 ―1：10．41� 5．9�
811 ウインペイザージュ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 438 ―1：10．82� 3．9�
79 ナオアンドユリ 牝2青鹿54 松若 風馬松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464 ―1：11．33 25．3�
710 スズカコーズライン 牡2鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 478 ― 〃 クビ 7．7�
812 タマモカリナン 牝2鹿 54 小牧 太タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 470 ―1：11．51	 6．7	
44 ディストワセブン 牡2黒鹿55 藤岡 康太
岡 隆氏 作田 誠二 浦河 中村 雅明 448 ―1：11．6� 85．3�
68 シシャモムスメ 牝2鹿 54 菱田 裕二大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 444 ― 〃 クビ 54．7�
11 ナムラミルク 牝2鹿 54

52 △義 英真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 460 ―1：11．7� 90．7
22 サンエリザベス 牝2鹿 54 古川 吉洋 �加藤ステーブル 竹内 正洋 日高 有限会社

ケイズ 438 ―1：11．91� 33．4�
67 アスターワイルド 牡2鹿 55

52 ▲荻野 極加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 木田牧場 472 ―1：12．0� 59．9�
56 クリノアパッチ 牡2栗 55 太宰 啓介栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 佐藤牧場 434 ―1：13．38 84．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，631，200円 複勝： 27，606，100円 枠連： 14，080，000円
馬連： 50，322，800円 馬単： 30，030，500円 ワイド： 28，061，900円
3連複： 61，241，900円 3連単： 97，003，100円 計： 334，977，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（3－5） 810円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 430円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 266312 的中 � 87412（1番人気）
複勝票数 計 276061 的中 � 61164（1番人気）� 44747（3番人気）� 49254（2番人気）
枠連票数 計 140800 的中 （3－5） 13331（5番人気）
馬連票数 計 503228 的中 �� 46584（2番人気）
馬単票数 計 300305 的中 �� 16782（3番人気）
ワイド票数 計 280619 的中 �� 24956（2番人気）�� 31561（1番人気）�� 15122（7番人気）
3連複票数 計 612419 的中 ��� 48601（1番人気）
3連単票数 計 970031 的中 ��� 18694（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―11．8―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．7―47．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サ リ ネ ロ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2014．3．19生 牝2黒鹿 母 Aguilera 母母 Trusty Lady 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3106711月20日 曇 良 （28京都5）第6日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （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 1，500，000
1，500，000

円
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

612 エ マ ノ ン 牝3黒鹿54 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 492－ 41：34．4 52．1�
35 ワントゥワン 牝3黒鹿54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 ハナ 2．1�
12 ティーエスクライ 牝4芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450－ 4 〃 クビ 20．0�
714 フェイブルネージュ 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 6 〃 同着 14．4�

48 ショウナンタイザン 牡3黒鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 498＋121：34．5� 39．1�
817 ス ノ ー マ ン 牡3鹿 56 M．バルザローナ 永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 492－ 8 〃 アタマ 6．6	

（仏）

713 トウショウジャイロ 牡3黒鹿56 池添 謙一トウショウ産業
 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504± 01：34．6クビ 25．1�
815 ディープエクシード 牡3鹿 56 戸崎 圭太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 2 〃 ハナ 20．8�
59 スズカバーディー �3黒鹿56 古川 吉洋永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 434－ 61：34．7� 10．0
36 パールフューチャー 牡3黒鹿56 福永 祐一 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 鎌田 正嗣 502＋ 81：34．91� 19．2�
611 エ ル ノ ル テ 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 ハナ 12．8�
24 ピッツィカート �3鹿 56 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 466－ 81：35．0� 58．6�
816 ウォーターピオニー 牝3鹿 54 A．アッゼニ 山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 440＋ 8 〃 クビ 112．4�

（英）

11 アルパーシャン 牡4栗 57 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460± 01：35．1� 21．6�
510 ナ ー ウ ル 牝3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス
 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 466± 01：35．31� 15．0�
47 マコトルーメン 牡3鹿 56 武 豊
ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 498＋241：35．4� 80．3�
23 	 ユ リ 牝4栗 55

52 ▲荻野 極中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中
田牧場 420＋181：36．67 244．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，244，300円 複勝： 55，834，000円 枠連： 24，003，500円
馬連： 81，428，700円 馬単： 40，597，900円 ワイド： 54，615，400円
3連複： 118，191，400円 3連単： 142，189，300円 計： 552，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，210円 複 勝 � 710円 � 120円 �
�

340円
240円 枠 連（3－6） 1，000円

馬 連 �� 6，420円 馬 単 �� 20，910円

ワ イ ド �� 1，360円 ��
��

4，360円
3，920円

��
��

510円
400円

3 連 複 ���
���

12，970円
11，530円 3 連 単 ���

���
140，820円
137，080円

票 数

単勝票数 計 352443 的中 � 5405（13番人気）
複勝票数 計 558340 的中 �

�
10477
41216

（13番人気）
（4番人気）

� 151396（1番人気）� 24681（10番人気）

枠連票数 計 240035 的中 （3－6） 18485（5番人気）
馬連票数 計 814287 的中 �� 9820（17番人気）
馬単票数 計 405979 的中 �� 1456（56番人気）
ワイド票数 計 546154 的中 ��

��
5945
17654

（24番人気）
（7番人気）

��
��

1788
23617

（70番人気）
（3番人気）

�� 1994（64番人気）

3連複票数 計1181914 的中 ��� 3414（75番人気）��� 3843（68番人気）
3連単票数 計1421893 的中 ��� 366（746番人気） ��� 376（728番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．9―47．1―59．1―1：11．1―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ マ ノ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．11．15 京都6着

2013．3．9生 牝3黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 8戦2勝 賞金 16，550，000円
〔制裁〕 エマノン号の騎手松山弘平は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番）
※出走取消馬 アドマイヤスター号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 リーサルストライク号
※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。

3106811月20日 曇 稍重 （28京都5）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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
1：47．8
1：47．8

重
重

11 ピ ッ ト ボ ス 牡3鹿 55 M．デムーロ前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 512＋ 81：50．4 1．6�
69 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± 0 〃 クビ 36．9�

（仏）

34 オイルタウン 牡4栗 57 岩田 康誠山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 474＋ 21：50．5クビ 120．0�
58 アルファアリエス 牡5鹿 57 浜中 俊�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 462－ 6 〃 クビ 57．9�
813 ロイヤルパンプ 牡4栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 526± 0 〃 クビ 22．2�
45 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 492－ 41：50．6� 3．8	
814 ドライバーズハイ 牡3鹿 55 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 456＋ 81：50．81� 74．0

711 マイネルボルソー 牡5鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B476＋ 41：50．9クビ 35．1�

（独）

46 ブリーズスズカ 牡3青鹿55 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466＋ 2 〃 クビ 109．2�

712	 タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿 57
55 △義 英真浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 458－ 81：51．0クビ 234．2

57 メイスンウォー 牡6鹿 57 福永 祐一梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 0 〃 クビ 28．6�

610 コウユーアンドレ 牡6鹿 57 古川 吉洋加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 470± 01：51．1� 231．3�
33 	 スリーアロー 牝5黒鹿 55

53 △城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 61：51．41
 8．6�
22 スランジバール 牡7鹿 57 R．ムーア �日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480± 01：51．71
 13．3�

（英）

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，371，600円 複勝： 74，355，800円 枠連： 18，369，100円
馬連： 82，396，700円 馬単： 51，618，000円 ワイド： 49，972，700円
3連複： 114，775，700円 3連単： 209，629，500円 計： 636，489，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 550円 � 940円 枠 連（1－6） 2，070円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，250円 �� 22，150円

3 連 複 ��� 41，700円 3 連 単 ��� 101，520円

票 数

単勝票数 計 353716 的中 � 172113（1番人気）
複勝票数 計 743558 的中 � 434704（1番人気）� 16026（8番人気）� 8728（11番人気）
枠連票数 計 183691 的中 （1－6） 6871（8番人気）
馬連票数 計 823967 的中 �� 30885（8番人気）
馬単票数 計 516180 的中 �� 15315（9番人気）
ワイド票数 計 499727 的中 �� 13979（9番人気）�� 5694（21番人気）�� 561（69番人気）
3連複票数 計1147757 的中 ��� 2064（78番人気）
3連単票数 計2096295 的中 ��� 1497（223番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．7―12．7―12．4―12．3―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．3―49．0―1：01．4―1：13．7―1：25．6―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
3，5，9（1，13）（2，7，11）－4－12－6－（10，8）－14・（3，5）9（1，13）（2，7，11）（4，8）（12，6）10，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピ ッ ト ボ ス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．18 京都5着

2013．4．11生 牡3鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 11戦3勝 賞金 43，754，000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。



3106911月20日 曇 良 （28京都5）第6日 第9競走 ��
��1，400�

し ゅ う め い ぎ く

秋 明 菊 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

811 ア リ ン ナ 牝2鹿 54 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B422－ 21：22．0 3．3�

11 キャスパリーグ 牝2鹿 54 武 豊杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 436－ 21：22．31� 2．1�
79 ブラックランナー 牡2鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 462± 01：22．4� 44．4�
33 ブ リ ラ ー レ 牡2栗 55 福永 祐一早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 454＋ 21：22．61	 8．9�
55 ダノンチャンス 牡2鹿 55 A．アッゼニ�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 504＋14 〃 ハナ 13．4�

（英）

44 メイショウベルボン 牝2栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 448－ 2 〃 クビ 27．5	
78 ケンビション 牡2鹿 55 義 英真中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 440＋ 61：22．81	 59．0

22 フェルトベルク 牝2鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 422－ 61：23．01
 24．1�
66 サマーサプライズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 460－ 81：23．21 9．8�
67 � アートオブダムール 牝2鹿 54 城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 442± 0 〃 クビ 151．3
810 レッドラシーマ 牡2芦 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：23．62
 14．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，245，100円 複勝： 49，286，400円 枠連： 18，887，100円
馬連： 96，342，200円 馬単： 52，739，700円 ワイド： 46，507，600円
3連複： 116，787，600円 3連単： 212，294，600円 計： 636，090，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 110円 � 510円 枠 連（1－8） 240円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，330円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 10，850円

票 数

単勝票数 計 432451 的中 � 102407（2番人気）
複勝票数 計 492864 的中 � 103410（2番人気）� 160891（1番人気）� 13333（9番人気）
枠連票数 計 188871 的中 （1－8） 59322（1番人気）
馬連票数 計 963422 的中 �� 214896（1番人気）
馬単票数 計 527397 的中 �� 51563（2番人気）
ワイド票数 計 465076 的中 �� 81013（1番人気）�� 7554（16番人気）�� 8506（15番人気）
3連複票数 計1167876 的中 ��� 29159（8番人気）
3連単票数 計2122946 的中 ��� 14184（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．9―46．7―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア リ ン ナ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．2．21生 牝2鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 3戦2勝 賞金 18，045，000円
〔制裁〕 ダノンチャンス号の騎手A．アッゼニは，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：2番・6

番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3107011月20日 曇 良 （28京都5）第6日 第10競走 ��1，800�
き ぬ が さ

衣 笠 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

35 ジュールポレール 牝3鹿 53 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 462－ 21：48．1 5．1�

611 アドマイヤリード 牝3青鹿53 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 クビ 4．5�
815 アンドリエッテ 牝4鹿 55 M．デムーロ永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 464＋241：48．2� 8．3�
11 キンショーユキヒメ 牝3芦 53 川田 将雅礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 512＋ 21：48．62� 8．0�
59 パーシーズベスト 牝3黒鹿53 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 3．3	
58 クィーンチャーム 牝4黒鹿55 R．ムーア �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 444± 0 〃 アタマ 8．2


（英）

610 ハ ツ ガ ツ オ 牝5鹿 55 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 512－ 41：48．7クビ 50．7�
814 パープルセイル 牝5黒鹿55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462－ 41：48．8� 67．4�

（独）

712 ル ア ン ジ ュ 牝4青 55 C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488± 0 〃 クビ 14．7
22 エルビッシュ 牝3黒鹿53 M．バルザローナ 吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438± 01：49．01 31．2�

（仏）

34 ヤマニンバステト 牝5鹿 55 福永 祐一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 478＋20 〃 クビ 86．6�
46 コスモメリー 牝5鹿 55 A．アッゼニ �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 444＋ 8 〃 ハナ 221．6�

（英）

47 ウインミレーユ 牝3黒鹿53 池添 謙一�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 446± 01：49．21� 105．9�
713 フェイトカラー 牝5黒鹿55 菱田 裕二吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B520＋ 21：49．41 268．7�
23 クライミングローズ 牝4青鹿55 松若 風馬前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B440＋ 81：49．72 97．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，566，300円 複勝： 66，352，300円 枠連： 30，749，100円
馬連： 155，358，900円 馬単： 66，312，000円 ワイド： 71，614，300円
3連複： 205，384，000円 3連単： 278，780，200円 計： 925，117，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 170円 � 290円 枠 連（3－6） 1，410円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 550円 �� 830円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 22，540円

票 数

単勝票数 計 505663 的中 � 77876（3番人気）
複勝票数 計 663523 的中 � 94722（3番人気）� 110312（2番人気）� 50816（6番人気）
枠連票数 計 307491 的中 （3－6） 16880（6番人気）
馬連票数 計1553589 的中 �� 76307（5番人気）
馬単票数 計 663120 的中 �� 16047（10番人気）
ワイド票数 計 716143 的中 �� 34696（3番人気）�� 21861（10番人気）�� 20017（13番人気）
3連複票数 計2053840 的中 ��� 32157（17番人気）
3連単票数 計2787802 的中 ��� 8965（73番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．0―12．5―12．7―12．2―11．8―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．5―49．0―1：01．7―1：13．9―1：25．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．2
3 ・（13，14）－（5，1，12）（6，4）（2，15）（8，10）（3，9）－（7，11） 4 ・（13，14，12）（5，1，4）（6，15）2（8，10，9）3，11，7

勝馬の
紹 介

ジュールポレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．4．23 京都5着

2013．5．2生 牝3鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 7戦3勝 賞金 35，498，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 パープルセイル号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1

番・13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。

２レース目



3107111月20日 曇 良 （28京都5）第6日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，600�第33回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 103，000，000円 41，000，000円 26，000，000円 15，000，000円 10，300，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞
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

1：31．4
1：30．7
1：31．5

良
良
良

816 ミッキーアイル 牡5鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 21：33．1 5．9�
48 イスラボニータ 牡5黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 2 〃 アタマ 4．8�
715 ネオリアリズム 牡5栗 57 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：33．2� 14．0�

（英）

36 ダノンシャーク 牡8鹿 57 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456＋ 61：33．4� 105．1�
12 サトノアラジン 牡5鹿 57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526－ 6 〃 アタマ 3．8	
47 フ ィ エ ロ 牡7青鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 ハナ 12．2

817 ガリバルディ 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 516＋141：33．5	 21．2�
510 マジックタイム 牝5黒鹿55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：33．6� 16．2�

（独）

24 ロードクエスト 牡3鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 450－ 2 〃 クビ 12．4
11 ディサイファ 牡7鹿 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 01：33．7クビ 23．5�
714 ク ラ レ ン ト 牡7栗 57 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 ノースヒルズマネジメント 502＋ 21：33．8	 160．0�
612 ウインプリメーラ 牝6黒鹿55 A．アッゼニ�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 458＋101：34．01
 69．9�

（英）

611 テイエムタイホー 牡7栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 500＋101：34．21
 250．1�
713 ダ コ ー ル 牡8鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 486＋181：34．51� 167．9�
818 サンライズメジャー 牡7栗 57 四位 洋文松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 488＋ 2 〃 クビ 206．3�
35 ヤングマンパワー 牡4黒鹿57 M．バルザローナ 星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512－121：34．6クビ 7．4�

（仏）

23 スノードラゴン 牡8芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510± 01：35．77 61．7�
59 サトノルパン 牡5黒鹿57 M．デムーロ里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 450± 01：38．1大差 30．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 517，796，200円 複勝： 613，499，800円 枠連： 438，712，300円 馬連： 2，087，503，400円 馬単： 867，096，500円
ワイド： 855，161，100円 3連複： 3，487，854，900円 3連単： 5，656，124，800円 5重勝： 619，385，500円 計： 15，143，134，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 180円 � 440円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，100円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 40，290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����� 4，379，490円

票 数

単勝票数 計5177962 的中 � 698252（3番人気）
複勝票数 計6134998 的中 � 691836（3番人気）� 1048692（2番人気）� 296138（8番人気）
枠連票数 計4387123 的中 （4－8） 404977（2番人気）
馬連票数 計20875034 的中 �� 1014950（4番人気）
馬単票数 計8670965 的中 �� 191423（9番人気）
ワイド票数 計8551611 的中 �� 384471（3番人気）�� 100333（28番人気）�� 176927（12番人気）
3連複票数 計34878549 的中 ��� 312758（27番人気）
3連単票数 計56561248 的中 ��� 101764（118番人気）
5重勝票数 計6193855 的中 ����� 99

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．7―11．4―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．4―46．1―57．5―1：09．2―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 16，15（3，12，18）8，1（2，5，7，14）（6，11，9）（4，10，17）13 4 16，15（12，18）（3，8）1（2，7，14）（6，5，11）（4，17）10，13，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．12生 牡5鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 18戦8勝 賞金 529，481，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕ミッキーアイル号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年11月26日から平成28年12月
18日まで騎乗停止。（被害馬：15番・2番・1番・6番）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3107211月20日 曇 稍重 （28京都5）第6日 第12競走 ��
��1，200�

にしじん

西陣ステークス
発走16時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．11．21以降28．11．13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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 ス ミ レ 牝3鹿 52 菱田 裕二林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444± 01：10．1 4．8�
510� エイシンバランサー 牡4芦 55 A．アッゼニ�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B474＋101：10．31� 5．3�
（英）

48 メイショウワダイコ 牡4鹿 55 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 536－ 2 〃 クビ 13．2�
713 ドリームドルチェ 牡4青鹿56 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 500－ 81：10．4クビ 18．5�
612 ガ ン ジ ー 牡5栗 54 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 504－ 2 〃 クビ 39．9�
59 ウィッシュハピネス 牝4青鹿55 戸崎 圭太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504± 01：10．5クビ 16．1	
35 	 サンライズネオ 牡6黒鹿55 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480＋ 2 〃 ハナ 18．4

23 ペイシャモンシェリ 牡5鹿 56 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 466－ 6 〃 クビ 77．5�
815 カネトシビバーチェ 牝5鹿 54 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 454－ 61：10．6クビ 5．5�
47 リバーソウル 牡5黒鹿55 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 クビ 26．6
816 ジャコカッテ 牡5栗 53 藤岡 康太晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 494－ 41：10．7
 69．7�
36 ウエスタンラムール 牡4黒鹿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 464± 0 〃 クビ 54．3�
12 センターピース 牡4栗 55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466＋ 41：10．8クビ 6．9�
24 テイクファイア 牡6鹿 52 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 81：12．18 213．4�
611 ゴールドペガサス 牡4鹿 57 R．ムーア �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 466－ 81：12．73� 6．0�

（英）

714� アースゼウス 牡6栗 55 大野 拓弥 �グリーンファーム和田 正道 米
Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

522＋ 61：13．02 218．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 100，351，800円 複勝： 135，282，000円 枠連： 67，663，600円
馬連： 277，656，000円 馬単： 112，235，200円 ワイド： 149，284，400円
3連複： 390，361，700円 3連単： 539，724，000円 計： 1，772，558，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 220円 � 350円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，530円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 31，910円

票 数

単勝票数 計1003518 的中 � 166676（1番人気）
複勝票数 計1352820 的中 � 193181（2番人気）� 170066（3番人気）� 86215（6番人気）
枠連票数 計 676636 的中 （1－5） 84685（1番人気）
馬連票数 計2776560 的中 �� 129743（4番人気）
馬単票数 計1122352 的中 �� 30486（5番人気）
ワイド票数 計1492844 的中 �� 54532（5番人気）�� 24494（18番人気）�� 32509（13番人気）
3連複票数 計3903617 的中 ��� 39020（19番人気）
3連単票数 計5397240 的中 ��� 12260（79番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ミ レ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Bernstein デビュー 2015．8．15 札幌3着

2013．1．30生 牝3鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 11戦4勝 賞金 48，984，000円
〔騎手変更〕 メイショウワダイコ号の騎手池添謙一は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナリタモード号
※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



（28京都5）第6日 11月20日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

376，720，000円
2，530，000円
15，660，000円
6，760，000円
45，230，000円
70，205，500円
5，075，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
941，869，100円
1，195，841，000円
670，764，200円
3，082，967，700円
1，360，354，000円
1，403，578，700円
4，852，142，400円
7，639，705，600円
619，385，500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 21，766，608，200円

総入場人員 32，124名 （有料入場人員 30，186名）
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